
入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 建築一般 県内

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 意匠 県内

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 構造 県内

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 暖冷房 県内

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 衛生 県内

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 電気 県内

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 建築積算 県内

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 機械積算 県内

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 電気積算 県内

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 調査 県内

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 建築工監 県内

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 電気工監 県内

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 機械工監 県内

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 耐震診断 県内

（株）アーキデザインラボ．ラク 千葉市中央区汐見丘町１３番１１号 作田　総一郎 建築 地区計画 県内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 測量 測量一般 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 測量 地図調整 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 測量 航空測量 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 河川砂防 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 港湾 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 電力土木 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 道路 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 鉄道 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 上水道 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 下水道 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 農業土木 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 森林土木 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 水産土木 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 造園 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 都市計画 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 地質 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 土質基礎 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 鋼構造物 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 トンネル 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 施工計画 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 建設環境 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 機械 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 電気電子 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 廃棄物 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 交通量 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 環境調査 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 分析解析 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 宅地造成 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 資料等 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 施工管理 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 土木 交通施設 市内

（有）アース測地 木更津市港南台１丁目３２番地１０ 在原　操 地質 地質調査 市内

（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 建築一般 県内

（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 意匠 県内
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（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 構造 県内

（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 暖冷房 県内

（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 衛生 県内

（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 電気 県内

（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 建築積算 県内

（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 機械積算 県内

（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 電気積算 県内

（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 調査 県内

（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 建築工監 県内

（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 電気工監 県内

（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 機械工監 県内

（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 耐震診断 県内

（株）アーバン・クリエイト 船橋市芝山５丁目１５番６号 木村　太 建築 地区計画 県内

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 測量 測量一般 県内

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 建築 建築一般 県内

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 建築 意匠 県内

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 建築 調査 県内

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 建築 建築工監 県内

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 建築 地区計画 県内

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 土木 造園 県内

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 土木 都市計画 県内

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 土木 分析解析 県内

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 土木 宅地造成 県内

（株）アーバンデザインコンサルタント 東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 望月　英彦 土木 資料等 県内

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 建築一般 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 意匠 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 構造 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 暖冷房 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 衛生 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 電気 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 建築積算 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 機械積算 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 電気積算 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 調査 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 建築工監 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 電気工監 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 機械工監 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 耐震診断 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 建築 地区計画 県外

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南一丁目２番７０号 梅澤　隆 土木 都市計画 県外

アールテックコンサルタント（株） 東京都江東区枝川２丁目１３番１号 下田　雅樹 測量 測量一般 県外

アールテックコンサルタント（株） 東京都江東区枝川２丁目１３番１号 下田　雅樹 土木 道路 県外

（株）アールピーアイ栃木 栃木県宇都宮市鶴田町１３３３番地１ 室井　洸人 土木 都市計画 県外

（株）ｉｈｒｍｋ 東京都港区三田５‐１０‐２はつせ三田１０２ 井原　正揮 建築 建築一般 県外

（株）ｉｈｒｍｋ 東京都港区三田５‐１０‐２はつせ三田１０２ 井原　正揮 建築 意匠 県外

（株）ｉｈｒｍｋ 東京都港区三田５‐１０‐２はつせ三田１０２ 井原　正揮 建築 建築工監 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 建築一般 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 意匠 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 構造 県外
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（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 暖冷房 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 衛生 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 電気 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 建築積算 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 機械積算 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 電気積算 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 調査 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 建築工監 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 電気工監 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 機械工監 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 耐震診断 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 建築 地区計画 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 土木 都市計画 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 土木 建設環境 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 土木 交通量 県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 加藤　朋行 土木 環境調査 県外

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 測量 測量一般 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 測量 地図調整 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 河川砂防 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 港湾 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 道路 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 鉄道 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 上水道 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 下水道 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 農業土木 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 森林土木 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 水産土木 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 造園 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 都市計画 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 地質 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 土質基礎 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 鋼構造物 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 トンネル 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 施工計画 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 交通量 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 環境調査 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 分析解析 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 宅地造成 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 資料等 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 施工管理 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 土木 交通施設 県内

（株）アイコンサルタンツ 千葉市中央区中央２丁目９番８号 藤本　祥平 地質 地質調査 県内

（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 建築一般 県内

（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 意匠 県内

（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 構造 県内

（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 暖冷房 県内

（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 衛生 県内

（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 電気 県内

（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 建築積算 県内
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（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 機械積算 県内

（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 電気積算 県内

（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 調査 県内

（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 建築工監 県内

（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 電気工監 県内

（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 機械工監 県内

（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 耐震診断 県内

（有）アイダブルエー 千葉市稲毛区黒砂四丁目４番５号 岩本　勉 建築 地区計画 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 測量 測量一般 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 測量 地図調整 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 測量 航空測量 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 土木 河川砂防 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 土木 道路 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 土木 下水道 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 土木 都市計画 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 土木 土質基礎 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 土木 鋼構造物 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 土木 施工計画 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 土木 建設環境 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 地質 地質調査 県内

（株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１番地１３ 今井　久登 補償 土地調査 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 建築一般 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 意匠 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 構造 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 暖冷房 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 衛生 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 電気 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 建築積算 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 機械積算 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 電気積算 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 調査 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 建築工監 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 電気工監 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 機械工監 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 耐震診断 県内

（有）アイム設計 千葉市中央区登戸一丁目４番１号 大岩　義充 建築 地区計画 県内

アイレック技建（株） 東京都台東区雷門一丁目４番４号 飯田　敏昭 測量 測量一般 県外

アイレック技建（株） 東京都台東区雷門一丁目４番４号 飯田　敏昭 土木 道路 県外

アイワ測量設計（株） 木更津市貝渕四丁目１１番２９号 鳥海　清 測量 測量一般 市内

アイワ測量設計（株） 木更津市貝渕四丁目１１番２９号 鳥海　清 測量 地図調整 市内

アイワ測量設計（株） 木更津市貝渕四丁目１１番２９号 鳥海　清 測量 航空測量 市内

アイワ測量設計（株） 木更津市貝渕四丁目１１番２９号 鳥海　清 補償 土地調査 市内

アイワ測量設計（株） 木更津市貝渕四丁目１１番２９号 鳥海　清 補償 土地評価 市内

アイワ測量設計（株） 木更津市貝渕四丁目１１番２９号 鳥海　清 補償 物件 市内

アイワ測量設計（株） 木更津市貝渕四丁目１１番２９号 鳥海　清 補償 機械工作 市内

アイワ測量設計（株） 木更津市貝渕四丁目１１番２９号 鳥海　清 補償 営業補償 市内

アイワ測量設計（株） 木更津市貝渕四丁目１１番２９号 鳥海　清 補償 事業損失 市内

アイワ測量設計（株） 木更津市貝渕四丁目１１番２９号 鳥海　清 補償 補償関連 市内

アイワ測量設計（株） 木更津市貝渕四丁目１１番２９号 鳥海　清 補償 総合補償 市内
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アオイ環境（株） 東京都港区三田二丁目１７番２９号 吉田　悟 土木 都市計画 県外

アオイ環境（株） 東京都港区三田二丁目１７番２９号 吉田　悟 土木 環境調査 県外

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 土木 河川砂防 県外

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 土木 港湾 県外

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 土木 道路 県外

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 土木 都市計画 県外

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 土木 土質基礎 県外

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 土木 建設環境 県外

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 土木 廃棄物 県外

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 土木 交通量 県外

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 土木 環境調査 県外

（株）アクアパルス 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目１１番地７ 増田　健一 土木 分析解析 県外

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 測量 測量一般 県内

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 測量 地図調整 県内

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 測量 航空測量 県内

アクリーグ（株） 栃木県小山市大字外城８１番地９ 磯山　貴志 他 その他 土地評価業務-調査業務-償却資産課税コンサルタント 県内

（株）アコード 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１０番１４号 福留　純子 測量 測量一般 県外

（株）アコード 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１０番１４号 福留　純子 測量 地図調整 県外

（株）アコード 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１０番１４号 福留　純子 測量 航空測量 県外

（株）アコード 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１０番１４号 福留　純子 土木 造園 県外

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 測量 測量一般 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 建築 建築一般 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 建築 構造 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 建築 調査 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 建築 建築工監 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 建築 耐震診断 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 河川砂防 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 港湾 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 電力土木 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 道路 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 鉄道 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 上水道 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 下水道 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 農業土木 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 都市計画 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 地質 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 土質基礎 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 鋼構造物 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 トンネル 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 施工計画 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 建設環境 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 廃棄物 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 交通量 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 環境調査 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 分析解析 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 宅地造成 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 資料等 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 土木 施工管理 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 平山　光信 地質 地質調査 県内
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朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 測量 測量一般 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 測量 地図調整 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 測量 航空測量 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 建築 調査 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 建築 耐震診断 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 建築 地区計画 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 河川砂防 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 港湾 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 電力土木 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 道路 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 鉄道 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 上水道 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 下水道 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 農業土木 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 森林土木 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 水産土木 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 造園 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 都市計画 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 地質 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 土質基礎 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 鋼構造物 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 トンネル 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 施工計画 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 建設環境 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 機械 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 電気電子 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 廃棄物 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 交通量 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 環境調査 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 分析解析 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 宅地造成 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 資料等 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 施工管理 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 土木 交通施設 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 地質 地質調査 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 補償 土地調査 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 補償 土地評価 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 補償 物件 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 補償 機械工作 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 補償 営業補償 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 補償 事業損失 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 補償 補償関連 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 補償 総合補償 県内

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 加藤　浩士 補償 不動産 県内

旭総合コンサルタント（株） 東京都台東区東上野一丁目２４番２号 坂元　義弘 測量 測量一般 県外

旭総合コンサルタント（株） 東京都台東区東上野一丁目２４番２号 坂元　義弘 土木 上水道 県外

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 測量 測量一般 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 測量 地図調整 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 測量 航空測量 市内
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朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 土木 交通量 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 地質 地質調査 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 補償 土地調査 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 補償 土地評価 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 補償 物件 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 補償 機械工作 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 補償 営業補償 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 補償 事業損失 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 補償 補償関連 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 補償 総合補償 市内

朝日測量（株） 袖ケ浦市三箇５０２番地６ 井上　祥法 他 その他 補償調査積算ー物件調査ー家屋調査 市内

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 建築一般 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 意匠 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 構造 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 暖冷房 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 衛生 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 電気 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 建築積算 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 機械積算 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 電気積算 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 調査 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 建築工監 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 電気工監 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 機械工監 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 耐震診断 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 建築 地区計画 県外

（株）アシスト 松戸市松戸１２３５番地の１ 依田　あけみ 補償 土地調査 県内

（株）アシスト 松戸市松戸１２３５番地の１ 依田　あけみ 補償 土地評価 県内

（株）アシスト 松戸市松戸１２３５番地の１ 依田　あけみ 補償 物件 県内

（株）アシスト 松戸市松戸１２３５番地の１ 依田　あけみ 補償 機械工作 県内

（株）アシスト 松戸市松戸１２３５番地の１ 依田　あけみ 補償 営業補償 県内

（株）アシスト 松戸市松戸１２３５番地の１ 依田　あけみ 補償 事業損失 県内

（株）アシスト 松戸市松戸１２３５番地の１ 依田　あけみ 補償 補償関連 県内

（株）アシスト 松戸市松戸１２３５番地の１ 依田　あけみ 補償 総合補償 県内

アジアエンヂニアリング（株） 福岡県福岡市南区清水一丁目１４番８号 大曲　光成 土木 河川砂防 県内

アジアエンヂニアリング（株） 福岡県福岡市南区清水一丁目１４番８号 大曲　光成 土木 港湾 県内

アジアエンヂニアリング（株） 福岡県福岡市南区清水一丁目１４番８号 大曲　光成 土木 道路 県内

アジアエンヂニアリング（株） 福岡県福岡市南区清水一丁目１４番８号 大曲　光成 土木 上水道 県内

アジアエンヂニアリング（株） 福岡県福岡市南区清水一丁目１４番８号 大曲　光成 土木 下水道 県内

アジアエンヂニアリング（株） 福岡県福岡市南区清水一丁目１４番８号 大曲　光成 土木 農業土木 県内

アジアエンヂニアリング（株） 福岡県福岡市南区清水一丁目１４番８号 大曲　光成 土木 水産土木 県内

アジアエンヂニアリング（株） 福岡県福岡市南区清水一丁目１４番８号 大曲　光成 土木 土質基礎 県内

アジアエンヂニアリング（株） 福岡県福岡市南区清水一丁目１４番８号 大曲　光成 土木 鋼構造物 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 測量 測量一般 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 測量 地図調整 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 土木 河川砂防 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 土木 港湾 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 土木 電力土木 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 土木 道路 県内
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（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 土木 鉄道 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 土木 下水道 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 土木 都市計画 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 土木 土質基礎 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 土木 鋼構造物 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 土木 トンネル 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 土木 施工計画 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 土木 建設環境 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 土木 電気電子 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 土木 交通量 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 地質 地質調査 県内

（株）アジア共同設計コンサルタント 神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 木口　茂芳 他 その他 資材価格業務 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 測量 測量一般 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 測量 地図調整 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 測量 航空測量 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 建築 建築一般 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 建築 調査 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 建築 耐震診断 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 建築 地区計画 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 河川砂防 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 港湾 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 電力土木 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 道路 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 鉄道 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 上水道 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 下水道 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 農業土木 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 森林土木 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 水産土木 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 造園 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 都市計画 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 地質 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 土質基礎 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 鋼構造物 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 トンネル 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 施工計画 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 建設環境 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 電気電子 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 廃棄物 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 交通量 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 環境調査 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 分析解析 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 宅地造成 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 資料等 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 施工管理 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 土木 交通施設 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 地質 地質調査 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 補償 土地調査 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 補償 土地評価 県内
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入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 補償 物件 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 補償 機械工作 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 補償 営業補償 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 補償 事業損失 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 補償 補償関連 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 補償 総合補償 県内

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号（新宿グリーンタワービル） 畠山　仁 補償 不動産 県内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 測量 測量一般 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 測量 地図調整 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 河川砂防 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 港湾 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 電力土木 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 道路 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 上水道 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 下水道 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 農業土木 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 森林土木 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 造園 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 都市計画 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 地質 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 土質基礎 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 鋼構造物 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 トンネル 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 施工計画 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 建設環境 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 交通量 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 環境調査 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 宅地造成 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 資料等 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 施工管理 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 土木 交通施設 市内

（株）アスアーク技術設計 君津市法木作１丁目５番１６号 糟谷　克磨 地質 地質調査 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 測量 測量一般 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 測量 地図調整 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 土木 河川砂防 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 土木 港湾 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 土木 道路 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 土木 上水道 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 土木 下水道 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 土木 農業土木 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 土木 森林土木 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 土木 水産土木 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 土木 都市計画 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 土木 地質 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 土木 交通量 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 土木 環境調査 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 土木 宅地造成 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 土木 資料等 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 補償 土地調査 市内
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入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 補償 土地評価 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 補償 物件 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 補償 機械工作 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 補償 営業補償 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 補償 事業損失 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 補償 補償関連 市内

（有）飛鳥測量設計 木更津市祇園５１５番地 鈴木　清 補償 総合補償 市内

アスカ測量設計（株） 松戸市幸田三丁目１０８番地 須藤　英夫 測量 測量一般 県内

アスカ測量設計（株） 松戸市幸田三丁目１０８番地 須藤　英夫 測量 地図調整 県内

アスカ測量設計（株） 松戸市幸田三丁目１０８番地 須藤　英夫 補償 土地調査 県内

アスカ測量設計（株） 松戸市幸田三丁目１０８番地 須藤　英夫 補償 土地評価 県内

アスカ測量設計（株） 松戸市幸田三丁目１０８番地 須藤　英夫 補償 物件 県内

アスカ測量設計（株） 松戸市幸田三丁目１０８番地 須藤　英夫 補償 機械工作 県内

アスカ測量設計（株） 松戸市幸田三丁目１０８番地 須藤　英夫 補償 営業補償 県内

アスカ測量設計（株） 松戸市幸田三丁目１０８番地 須藤　英夫 補償 事業損失 県内

アスカ測量設計（株） 松戸市幸田三丁目１０８番地 須藤　英夫 補償 補償関連 県内

アスカ測量設計（株） 松戸市幸田三丁目１０８番地 須藤　英夫 補償 総合補償 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 建築一般 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 意匠 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 構造 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 暖冷房 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 衛生 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 電気 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 建築積算 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 機械積算 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 電気積算 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 調査 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 建築工監 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 電気工監 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 機械工監 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 耐震診断 県内

アストニッシュ（株） 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号 森脇　正孝 建築 地区計画 県内

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 建築一般 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 意匠 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 構造 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 暖冷房 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 衛生 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 電気 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 建築積算 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 機械積算 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 電気積算 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 調査 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 建築工監 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 電気工監 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 機械工監 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 耐震診断 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 建築 地区計画 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 土木 港湾 県外

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 有吉　匡 土木 都市計画 県外
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足立不動産鑑定事務所 浦安市舞浜三丁目２０番１４号 足立　順子 補償 不動産 県内

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 建築一般 県外

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 意匠 県外

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 構造 県外

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 暖冷房 県外

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 衛生 県外

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 電気 県外

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 建築積算 県外

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 機械積算 県外

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 電気積算 県外

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 調査 県外

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 建築工監 県外

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 電気工監 県外

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 機械工監 県外

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 耐震診断 県外

（株）アトリエ・Ｋ 東京都千代田区九段南三丁目６番１号 杉浦　陸朗 建築 地区計画 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 建築 構造 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 建築 調査 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 建築 耐震診断 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 土木 河川砂防 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 土木 港湾 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 土木 道路 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 土木 鉄道 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 土木 上水道 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 土木 下水道 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 土木 造園 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 土木 土質基礎 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 土木 鋼構造物 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 土木 トンネル 県外

（株）アミック 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ 長岡　康之 土木 交通量 県外

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 建築一般 市内

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 意匠 市内

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 構造 市内

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 暖冷房 市内

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 衛生 市内

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 電気 市内

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 建築積算 市内

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 機械積算 市内

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 電気積算 市内

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 調査 市内

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 建築工監 市内

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 電気工監 市内

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 機械工監 市内

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 耐震診断 市内

（有）荒井設計事務所 君津市久保四丁目４番２０号 荒井　裕三 建築 地区計画 市内

（株）新居千秋都市建築設計 東京都目黒区祐天寺二丁目１４番１９号四宮ビル２階 新居　千秋 建築 建築一般 県外

（株）新居千秋都市建築設計 東京都目黒区祐天寺二丁目１４番１９号四宮ビル２階 新居　千秋 建築 意匠 県外

（株）新居千秋都市建築設計 東京都目黒区祐天寺二丁目１４番１９号四宮ビル２階 新居　千秋 建築 建築工監 県外

（株）新居千秋都市建築設計 東京都目黒区祐天寺二丁目１４番１９号四宮ビル２階 新居　千秋 建築 地区計画 県外
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（株）アルセッド建築研究所 東京都渋谷区渋谷一丁目２０番１号 三井所　清典 建築 建築一般 県外

（株）アルセッド建築研究所 東京都渋谷区渋谷一丁目２０番１号 三井所　清典 建築 意匠 県外

（株）アルセッド建築研究所 東京都渋谷区渋谷一丁目２０番１号 三井所　清典 建築 調査 県外

（株）アルセッド建築研究所 東京都渋谷区渋谷一丁目２０番１号 三井所　清典 建築 建築工監 県外

（株）アルセッド建築研究所 東京都渋谷区渋谷一丁目２０番１号 三井所　清典 建築 地区計画 県外

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 建築一般 県内

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 意匠 県内

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 構造 県内

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 暖冷房 県内

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 衛生 県内

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 電気 県内

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 建築積算 県内

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 機械積算 県内

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 電気積算 県内

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 調査 県内

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 建築工監 県内

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 電気工監 県内

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 機械工監 県内

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 耐震診断 県内

（有）アルファ技研設計 千葉市稲毛区弥生町４‐１９ 安田　良一 建築 地区計画 県内

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 建築一般 県外

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 意匠 県外

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 構造 県外

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 暖冷房 県外

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 衛生 県外

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 電気 県外

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 建築積算 県外

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 機械積算 県外

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 電気積算 県外

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 調査 県外

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 建築工監 県外

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 電気工監 県外

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 機械工監 県外

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 耐震診断 県外

（株）アレックス 富山県富山市下奥井一丁目２０番６号 東　聡宏 建築 地区計画 県外

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 建築一般 県内

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 意匠 県内

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 構造 県内

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 暖冷房 県内

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 衛生 県内

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 電気 県内

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 建築積算 県内

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 機械積算 県内

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 電気積算 県内

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 調査 県内

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 建築工監 県内

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 電気工監 県内

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 機械工監 県内

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 耐震診断 県内
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（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 湯浅　武夫 建築 地区計画 県内

（株）安藤建築設計 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１６番８号 安藤　敦也 建築 建築一般 県外

（株）安藤建築設計 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１６番８号 安藤　敦也 建築 意匠 県外

（株）安藤建築設計 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１６番８号 安藤　敦也 建築 構造 県外

（株）安藤建築設計 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１６番８号 安藤　敦也 建築 建築工監 県外

（株）安藤建築設計 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１６番８号 安藤　敦也 建築 耐震診断 県外

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 建築一般 市内

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 意匠 市内

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 構造 市内

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 暖冷房 市内

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 衛生 市内

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 電気 市内

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 建築積算 市内

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 機械積算 市内

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 電気積算 市内

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 調査 市内

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 建築工監 市内

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 電気工監 市内

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 機械工監 市内

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 耐震診断 市内

（有）飯塚設計事務所 袖ケ浦市代宿１０４６番地１ 飯塚　順二 建築 地区計画 市内

（株）イ・エス・エス 東京都文京区小石川一丁目１番１７号 西谷　健 土木 電気電子 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 建築一般 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 意匠 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 構造 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 暖冷房 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 衛生 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 電気 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 建築積算 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 機械積算 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 電気積算 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 調査 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 建築工監 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 電気工監 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 機械工監 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 耐震診断 県外

（株）池下設計 東京都中野区本町一丁目３２番２号ハーモニータワー１１階 池下　潤 建築 地区計画 県外

（株）イケダ測量設計 船橋市湊町一丁目２０番１４号 大滝　充司 測量 測量一般 県内

（株）イケダ測量設計 船橋市湊町一丁目２０番１４号 大滝　充司 測量 地図調整 県内

（株）イケダ測量設計 船橋市湊町一丁目２０番１４号 大滝　充司 測量 航空測量 県内

（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 建築一般 市内

（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 意匠 市内

（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 構造 市内

（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 暖冷房 市内

（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 衛生 市内

（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 電気 市内

（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 建築積算 市内

（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 機械積算 市内

（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 電気積算 市内
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（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 調査 市内

（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 建築工監 市内

（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 電気工監 市内

（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 機械工監 市内

（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 耐震診断 市内

（有）石井建築設計事務所 木更津市木更津二丁目１番５号 石井　隆 建築 地区計画 市内

（有）伊丹測量事務所 鴨川市上小原７２４番地５ 本吉　達也 測量 測量一般 県内

（有）伊丹測量事務所 鴨川市上小原７２４番地５ 本吉　達也 測量 地図調整 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 建築一般 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 意匠 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 構造 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 暖冷房 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 衛生 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 電気 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 建築積算 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 機械積算 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 電気積算 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 調査 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 建築工監 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 電気工監 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 機械工監 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 耐震診断 県内

（株）イデア建築設計事務所 市川市市川一丁目２１番６号　７４コクブビル１Ｂ 舘野　茂樹 建築 地区計画 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 測量 測量一般 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 測量 地図調整 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 測量 航空測量 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 河川砂防 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 港湾 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 電力土木 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 道路 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 鉄道 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 上水道 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 下水道 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 農業土木 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 森林土木 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 水産土木 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 造園 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 都市計画 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 地質 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 土質基礎 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 鋼構造物 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 トンネル 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 施工計画 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 建設環境 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 機械 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 電気電子 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 廃棄物 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 交通量 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 環境調査 県内
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井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 分析解析 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 宅地造成 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 資料等 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 施工管理 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 土木 交通施設 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 補償 土地調査 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 補償 土地評価 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 補償 物件 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 補償 機械工作 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 補償 営業補償 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 補償 事業損失 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 補償 補償関連 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 補償 総合補償 県内

井上測量設計（株） いすみ市大原７４００番地５６ 井上　智和 他 その他 土地家屋調査士業務 県内

（有）岩下不動産鑑定事務所 船橋市宮本一丁目６番１８号 岩下　杉彦 補償 土地評価 県内

（有）岩下不動産鑑定事務所 船橋市宮本一丁目６番１８号 岩下　杉彦 補償 不動産 県内

（株）インデックスコンサルティング 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 植村　公一 建築 建築一般 県外

（株）インデックスコンサルティング 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号 植村　公一 建築 地区計画 県外

（株）印東不動産鑑定 木更津市富士見二丁目４番５号 印東　伸泰 補償 土地評価 市内

（株）印東不動産鑑定 木更津市富士見二丁目４番５号 印東　伸泰 補償 不動産 市内

（株）ｗ‐ｉｎｄｓ． 千葉市中央区松ケ丘町４０番地５フラワーヒルズ５０１号 津國　朗人 建築 暖冷房 県内

（株）ｗ‐ｉｎｄｓ． 千葉市中央区松ケ丘町４０番地５フラワーヒルズ５０１号 津國　朗人 建築 衛生 県内

（株）ｗ‐ｉｎｄｓ． 千葉市中央区松ケ丘町４０番地５フラワーヒルズ５０１号 津國　朗人 建築 電気 県内

（株）ｗ‐ｉｎｄｓ． 千葉市中央区松ケ丘町４０番地５フラワーヒルズ５０１号 津國　朗人 建築 建築積算 県内

（株）ｗ‐ｉｎｄｓ． 千葉市中央区松ケ丘町４０番地５フラワーヒルズ５０１号 津國　朗人 建築 機械積算 県内

（株）ｗ‐ｉｎｄｓ． 千葉市中央区松ケ丘町４０番地５フラワーヒルズ５０１号 津國　朗人 建築 電気積算 県内

（株）ｗ‐ｉｎｄｓ． 千葉市中央区松ケ丘町４０番地５フラワーヒルズ５０１号 津國　朗人 建築 調査 県内

（株）ｗ‐ｉｎｄｓ． 千葉市中央区松ケ丘町４０番地５フラワーヒルズ５０１号 津國　朗人 建築 電気工監 県内

（株）ｗ‐ｉｎｄｓ． 千葉市中央区松ケ丘町４０番地５フラワーヒルズ５０１号 津國　朗人 建築 機械工監 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 測量 測量一般 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 測量 地図調整 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 測量 航空測量 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 建築一般 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 意匠 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 構造 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 暖冷房 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 衛生 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 電気 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 建築積算 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 機械積算 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 電気積算 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 調査 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 建築工監 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 電気工監 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 機械工監 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 耐震診断 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 建築 地区計画 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 河川砂防 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 港湾 県内
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（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 道路 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 鉄道 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 上水道 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 下水道 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 農業土木 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 森林土木 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 造園 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 都市計画 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 地質 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 土質基礎 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 鋼構造物 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 トンネル 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 施工計画 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 建設環境 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 廃棄物 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 交通量 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 環境調査 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 分析解析 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 宅地造成 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 資料等 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 施工管理 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 土木 交通施設 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 地質 地質調査 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 補償 土地調査 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 補償 土地評価 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 補償 物件 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 補償 機械工作 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 補償 営業補償 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 補償 事業損失 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 補償 補償関連 県内

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町二丁目５番３５号 北村　彰秀 補償 総合補償 県内

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 土木 上水道 県内

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 土木 下水道 県内

（株）ウオールナット 東京都立川市幸町一丁目１９番地の１３ 齋藤　豊 測量 測量一般 県外

（株）ウオールナット 東京都立川市幸町一丁目１９番地の１３ 齋藤　豊 土木 道路 県外

（株）ウオールナット 東京都立川市幸町一丁目１９番地の１３ 齋藤　豊 土木 土質基礎 県外

（株）ウオールナット 東京都立川市幸町一丁目１９番地の１３ 齋藤　豊 土木 鋼構造物 県外

（株）ウオールナット 東京都立川市幸町一丁目１９番地の１３ 齋藤　豊 土木 トンネル 県外

（株）ウオールナット 東京都立川市幸町一丁目１９番地の１３ 齋藤　豊 地質 地質調査 県外

（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 建築一般 県内

（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 意匠 県内

（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 構造 県内

（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 暖冷房 県内

（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 衛生 県内

（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 電気 県内

（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 建築積算 県内

（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 機械積算 県内

（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 電気積算 県内

（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 調査 県内
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（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 建築工監 県内

（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 電気工監 県内

（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 機械工監 県内

（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 耐震診断 県内

（株）潮建築設計事務所 千葉市中央区神明町２０６番地３ 星野　治 建築 地区計画 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 建築一般 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 意匠 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 構造 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 暖冷房 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 衛生 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 電気 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 建築積算 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 機械積算 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 電気積算 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 調査 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 建築工監 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 電気工監 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 機械工監 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 耐震診断 県内

（株）内田設計事務所 山武市姫島５２２番地の１ 内田　久雄 建築 地区計画 県内

（有）梅津測量事務所 木更津市富士見二丁目４番３号 梅津　真至 測量 測量一般 市内

（有）梅津測量事務所 木更津市富士見二丁目４番３号 梅津　真至 測量 地図調整 市内

（有）梅津測量事務所 木更津市富士見二丁目４番３号 梅津　真至 補償 土地調査 市内

（有）梅津測量事務所 木更津市富士見二丁目４番３号 梅津　真至 補償 物件 市内

（有）梅津測量事務所 木更津市富士見二丁目４番３号 梅津　真至 補償 補償関連 市内

（有）梅津測量事務所 木更津市富士見二丁目４番３号 梅津　真至 他 その他 土地家屋調査士 市内

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 建築一般 県外

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 意匠 県外

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 構造 県外

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 暖冷房 県外

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 衛生 県外

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 電気 県外

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 建築積算 県外

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 機械積算 県外

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 電気積算 県外

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 調査 県外

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 建築工監 県外

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 電気工監 県外

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 機械工監 県外

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 耐震診断 県外

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 浦野　廣高 建築 地区計画 県外

ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 建築一般 県外

ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 意匠 県外

ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 構造 県外

ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 暖冷房 県外

ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 衛生 県外

ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 電気 県外

ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 建築積算 県外

ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 機械積算 県外
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ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 電気積算 県外

ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 調査 県外

ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 建築工監 県外

ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 電気工監 県外

ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 機械工監 県外

ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 耐震診断 県外

ＡＩＳ総合設計（株） 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 佐々木　宏幸 建築 地区計画 県外

ＡＳロカス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 谷　勝博 測量 測量一般 県内

ＡＳロカス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 谷　勝博 測量 地図調整 県内

ＡＳロカス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 谷　勝博 測量 航空測量 県内

ＡＳロカス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 谷　勝博 土木 河川砂防 県内

ＡＳロカス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 谷　勝博 土木 道路 県内

ＡＳロカス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 谷　勝博 土木 上水道 県内

ＡＳロカス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 谷　勝博 土木 下水道 県内

ＡＳロカス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 谷　勝博 土木 森林土木 県内

ＡＳロカス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 谷　勝博 土木 都市計画 県内

ＡＳロカス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２２番７号 谷　勝博 土木 資料等 県内

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 建築一般 県外

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 意匠 県外

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 構造 県外

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 暖冷房 県外

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 衛生 県外

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 電気 県外

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 建築積算 県外

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 機械積算 県外

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 電気積算 県外

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 調査 県外

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 建築工監 県外

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 電気工監 県外

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 機械工監 県外

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 耐震診断 県外

（株）エーシーエ設計 長野県長野市柳原２３６０番地４ 竜野　泰一 建築 地区計画 県外

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 測量 測量一般 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 建築 地区計画 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 河川砂防 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 港湾 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 電力土木 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 道路 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 鉄道 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 上水道 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 下水道 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 農業土木 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 水産土木 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 造園 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 都市計画 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 地質 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 土質基礎 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 鋼構造物 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 トンネル 県内
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（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 施工計画 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 建設環境 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 機械 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 交通量 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 環境調査 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 分析解析 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 宅地造成 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 資料等 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 施工管理 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 土木 交通施設 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 地質 地質調査 県内

（株）エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 松川　統久 補償 土地調査 県内

（株）エープランニング 東京都杉並区上荻一丁目１５番１号 原口　浩如 他 その他 労働者派遣事業 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 測量 測量一般 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 測量 地図調整 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 測量 航空測量 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 河川砂防 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 道路 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 下水道 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 農業土木 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 森林土木 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 都市計画 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 土質基礎 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 鋼構造物 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 トンネル 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 施工計画 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 建設環境 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 交通量 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 環境調査 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 分析解析 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 資料等 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 施工管理 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 土木 交通施設 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 地質 地質調査 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 補償 土地調査 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 補償 事業損失 県外

（株）エイテック 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 橘　義規 補償 補償関連 県外

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 測量 測量一般 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 測量 地図調整 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 測量 航空測量 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 建築一般 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 意匠 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 構造 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 暖冷房 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 衛生 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 電気 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 建築積算 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 機械積算 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 電気積算 県内
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（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 調査 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 建築工監 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 電気工監 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 機械工監 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 耐震診断 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 建築 地区計画 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 河川砂防 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 港湾 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 電力土木 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 道路 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 鉄道 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 上水道 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 下水道 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 農業土木 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 森林土木 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 水産土木 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 造園 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 都市計画 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 地質 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 土質基礎 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 鋼構造物 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 トンネル 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 施工計画 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 建設環境 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 電気電子 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 廃棄物 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 交通量 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 環境調査 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 分析解析 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 宅地造成 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 資料等 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 施工管理 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 土木 交通施設 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 地質 地質調査 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 補償 土地調査 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 補償 土地評価 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 補償 物件 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 補償 機械工作 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 補償 営業補償 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 補償 事業損失 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 補償 補償関連 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 補償 総合補償 県内

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 小谷　裕司 他 その他 公共施設マネジメント調査-PFI等アドバイザリー調査 県内

（一財）ＡＶＣＣ 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 久保田　了司 土木 電気電子 県外

（一財）ＡＶＣＣ 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 久保田　了司 他 その他 防災／消防無線、AV・情報システム等の構築支援等 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 測量 測量一般 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 土木 河川砂防 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 土木 道路 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 土木 上水道 県外
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（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 土木 農業土木 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 土木 森林土木 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 土木 地質 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 土木 土質基礎 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 土木 建設環境 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 土木 環境調査 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 土木 分析解析 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 地質 地質調査 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 他 その他 計量証明 県外

（株）エコル 東京都港区高輪三丁目４番１号 大島　渡 土木 造園 県外

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 測量 測量一般 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 測量 地図調整 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 測量 航空測量 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 河川砂防 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 港湾 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 道路 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 鉄道 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 上水道 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 下水道 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 農業土木 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 森林土木 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 水産土木 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 鋼構造物 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 トンネル 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 交通量 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 環境調査 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 宅地造成 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 土木 資料等 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 補償 土地調査 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 補償 物件 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 補償 機械工作 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 補償 営業補償 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 補償 事業損失 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 補償 補償関連 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 補償 総合補償 市内

（有）エスエスケー測量設計コンサルタント 君津市南久保二丁目１番３号 神谷　宗孝 他 その他 土地家屋調査士業務 市内

（株）エスビイデー 栃木県小山市中央町三丁目５番４号さかなやビル２階 皆川　祥子 土木 電気電子 県外

（株）エスビシネットワーク 柏市増尾７丁目１５番地１６‐１０１号 酒巻　順一 建築 建築一般 県内

（株）エスビシネットワーク 柏市増尾７丁目１５番地１６‐１０１号 酒巻　順一 建築 意匠 県内

（株）エスビシネットワーク 柏市増尾７丁目１５番地１６‐１０１号 酒巻　順一 建築 構造 県内

（株）エスビシネットワーク 柏市増尾７丁目１５番地１６‐１０１号 酒巻　順一 建築 調査 県内

（株）エスビシネットワーク 柏市増尾７丁目１５番地１６‐１０１号 酒巻　順一 建築 耐震診断 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 測量 測量一般 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 測量 地図調整 県内

（株）エスミツ 千葉市稲毛区轟町三丁目７番２号 鈴木　賢史 測量 航空測量 県内

（株）エックス都市研究所 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 大野　眞里 土木 下水道 県外

（株）エックス都市研究所 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 大野　眞里 土木 都市計画 県外

（株）エックス都市研究所 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 大野　眞里 土木 建設環境 県外

（株）エックス都市研究所 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 大野　眞里 土木 廃棄物 県外
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（株）エックス都市研究所 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 大野　眞里 土木 環境調査 県外

ＮＥテクノ（株） 埼玉県さいたま市南区南本町二丁目１番５号 伝谷　惠一 測量 測量一般 県内

ＮＥテクノ（株） 埼玉県さいたま市南区南本町二丁目１番５号 伝谷　惠一 土木 河川砂防 県内

ＮＥテクノ（株） 埼玉県さいたま市南区南本町二丁目１番５号 伝谷　惠一 土木 道路 県内

ＮＥテクノ（株） 埼玉県さいたま市南区南本町二丁目１番５号 伝谷　惠一 土木 鋼構造物 県内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 測量 測量一般 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 測量 地図調整 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 河川砂防 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 港湾 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 電力土木 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 道路 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 鉄道 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 上水道 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 下水道 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 農業土木 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 森林土木 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 水産土木 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 造園 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 都市計画 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 地質 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 土質基礎 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 鋼構造物 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 トンネル 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 施工計画 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 建設環境 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 機械 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 電気電子 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 土木 交通量 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 補償 物件 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 補償 機械工作 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 補償 営業補償 市内

（株）エヌ・エー・エンジニアリング 袖ケ浦市蔵波台六丁目１０番地５ 勝畑　圭司 補償 事業損失 市内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 測量 測量一般 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 建築 調査 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 土木 地質 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 土木 建設環境 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 土木 廃棄物 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 土木 環境調査 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 地質 地質調査 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 測量 測量一般 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 測量 地図調整 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 建築一般 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 意匠 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 構造 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 暖冷房 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 衛生 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 電気 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 建築積算 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 機械積算 県内
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（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 電気積算 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 調査 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 建築工監 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 電気工監 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 機械工監 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 耐震診断 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 建築 地区計画 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 河川砂防 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 港湾 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 電力土木 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 道路 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 鉄道 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 上水道 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 下水道 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 農業土木 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 森林土木 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 水産土木 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 造園 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 都市計画 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 地質 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 土質基礎 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 鋼構造物 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 トンネル 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 施工計画 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 建設環境 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 機械 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 電気電子 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 廃棄物 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 交通量 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 環境調査 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 分析解析 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 宅地造成 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 資料等 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 施工管理 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 土木 交通施設 県内

（株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野三丁目３番３号 蘆田　昌子 地質 地質調査 県内

（株）ＮＳワーク 茂原市東茂原１３番地１６６ 坂　直洋 測量 測量一般 県内

（株）ＮＳワーク 茂原市東茂原１３番地１６６ 坂　直洋 測量 地図調整 県内

（株）ＮＳワーク 茂原市東茂原１３番地１６６ 坂　直洋 土木 河川砂防 県内

（株）ＮＳワーク 茂原市東茂原１３番地１６６ 坂　直洋 土木 道路 県内

（株）ＮＳワーク 茂原市東茂原１３番地１６６ 坂　直洋 土木 上水道 県内

（株）ＮＳワーク 茂原市東茂原１３番地１６６ 坂　直洋 土木 下水道 県内

（株）ＮＳワーク 茂原市東茂原１３番地１６６ 坂　直洋 土木 農業土木 県内

（株）ＮＳワーク 茂原市東茂原１３番地１６６ 坂　直洋 土木 森林土木 県内

（株）ＮＳワーク 茂原市東茂原１３番地１６６ 坂　直洋 土木 地質 県内

（株）ＮＳワーク 茂原市東茂原１３番地１６６ 坂　直洋 土木 施工管理 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 測量 測量一般 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 測量 地図調整 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 測量 航空測量 県内
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（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 建築 建築一般 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 建築 意匠 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 建築 構造 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 建築 暖冷房 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 建築 衛生 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 建築 電気 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 建築 建築積算 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 建築 機械積算 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 建築 電気積算 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 建築 調査 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 建築 建築工監 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 建築 電気工監 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 建築 機械工監 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 建築 耐震診断 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 河川砂防 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 上水道 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 下水道 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 農業土木 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 水産土木 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 都市計画 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 土質基礎 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 鋼構造物 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 トンネル 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 建設環境 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 電気電子 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 廃棄物 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 環境調査 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 分析解析 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 資料等 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 土木 施工管理 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 地質 地質調査 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 補償 土地調査 県内

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上　雅亮 補償 補償関連 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 測量 測量一般 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 測量 地図調整 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 測量 航空測量 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 建築 建築積算 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 建築 調査 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 建築 耐震診断 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 建築 地区計画 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 河川砂防 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 港湾 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 電力土木 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 道路 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 上水道 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 下水道 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 農業土木 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 森林土木 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 水産土木 県内
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ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 造園 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 都市計画 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 地質 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 土質基礎 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 鋼構造物 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 トンネル 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 施工計画 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 建設環境 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 機械 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 電気電子 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 廃棄物 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 交通量 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 環境調査 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 分析解析 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 宅地造成 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 資料等 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 施工管理 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 土木 交通施設 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 地質 地質調査 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 補償 土地調査 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 補償 土地評価 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 補償 物件 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 補償 補償関連 県内

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦二丁目４番１５号 大村　仁 他 その他 人材派遣 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 建築一般 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 意匠 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 構造 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 暖冷房 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 衛生 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 電気 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 建築積算 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 機械積算 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 電気積算 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 調査 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 建築工監 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 電気工監 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 機械工監 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 耐震診断 県内

（株）榎本建築設計事務所 千葉市中央区長洲二丁目８番５号 榎本　雅夫 建築 地区計画 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 測量 測量一般 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 建築 建築一般 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 建築 意匠 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 建築 構造 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 建築 電気 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 建築 建築積算 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 建築 建築工監 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 建築 耐震診断 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 土木 河川砂防 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 土木 上水道 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 土木 下水道 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 土木 農業土木 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 土木 鋼構造物 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 土木 電気電子 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 地質 地質調査 県内

（株）エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１丁目６番１１号 岡本　伸康 補償 土地調査 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 測量 測量一般 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 測量 地図調整 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 測量 航空測量 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 建築 建築一般 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木 河川砂防 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木 道路 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木 下水道 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木 鋼構造物 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木 宅地造成 県内

ＦＦＤ開発（株） 千葉市美浜区新港６５番地２ 小林　亘代 土木 施工管理 県内

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 建築 電気 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 建築 電気積算 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 建築 電気工監 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 土木 電力土木 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 土木 地質 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 土木 土質基礎 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 土木 鋼構造物 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 土木 電気電子 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 土木 施工管理 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 土木 交通施設 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 他 その他 防災無線設備 県外

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 測量 測量一般 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 測量 地図調整 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 河川砂防 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 港湾 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 電力土木 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 道路 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 鉄道 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 上水道 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 下水道 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 農業土木 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 森林土木 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 水産土木 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 造園 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 都市計画 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 地質 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 土質基礎 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 鋼構造物 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 トンネル 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 施工計画 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 建設環境 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 交通量 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 環境調査 県内
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（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 分析解析 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 宅地造成 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 資料等 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 施工管理 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 土木 交通施設 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 地質 地質調査 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 補償 土地調査 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 補償 物件 県内

（株）エポック 成田市東町７７６番地３ 渡邊　英紀 補償 補償関連 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 測量 測量一般 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 測量 地図調整 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 測量 航空測量 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 土木 道路 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 土木 施工計画 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 土木 交通量 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 土木 分析解析 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 土木 資料等 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 土木 施工管理 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 土木 交通施設 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 補償 土地調査 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 補償 物件 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 補償 事業損失 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 補償 補償関連 県内

（有）エンジニアサービス 柏市松ケ崎４１０番地 芝間　俊也 補償 総合補償 県内

（株）遠藤克彦建築研究所 東京都中央区日本橋堀留町一丁目９番６号 遠藤　克彦 建築 建築一般 県外

（株）遠藤克彦建築研究所 東京都中央区日本橋堀留町一丁目９番６号 遠藤　克彦 建築 意匠 県外

（株）遠藤克彦建築研究所 東京都中央区日本橋堀留町一丁目９番６号 遠藤　克彦 建築 建築工監 県外

（株）遠藤克彦建築研究所 東京都中央区日本橋堀留町一丁目９番６号 遠藤　克彦 建築 地区計画 県外

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 河川砂防 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 港湾 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 電力土木 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 道路 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 鉄道 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 上水道 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 下水道 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 農業土木 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 森林土木 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 水産土木 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 造園 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 都市計画 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 地質 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 土質基礎 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 鋼構造物 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 トンネル 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 施工計画 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 建設環境 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 機械 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 電気電子 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 廃棄物 県内
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応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 交通量 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 環境調査 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 分析解析 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 宅地造成 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 資料等 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 施工管理 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 土木 交通施設 県内

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 地質 地質調査 県内

（株）オオキ 富津市小久保１８９番地１ 大木　啓至 測量 測量一般 市内

（株）オオキ 富津市小久保１８９番地１ 大木　啓至 測量 地図調整 市内

（株）オオキ 富津市小久保１８９番地１ 大木　啓至 土木 河川砂防 市内

（株）オオキ 富津市小久保１８９番地１ 大木　啓至 土木 道路 市内

（株）オオキ 富津市小久保１８９番地１ 大木　啓至 土木 上水道 市内

（株）オオキ 富津市小久保１８９番地１ 大木　啓至 土木 下水道 市内

（株）オオキ 富津市小久保１８９番地１ 大木　啓至 土木 農業土木 市内

（株）オオキ 富津市小久保１８９番地１ 大木　啓至 土木 森林土木 市内

（株）オオキ 富津市小久保１８９番地１ 大木　啓至 土木 水産土木 市内

（株）オオキ 富津市小久保１８９番地１ 大木　啓至 土木 都市計画 市内

（株）オオキ 富津市小久保１８９番地１ 大木　啓至 土木 交通量 市内

（株）オオキ 富津市小久保１８９番地１ 大木　啓至 補償 土地調査 市内

（株）オオキ 富津市小久保１８９番地１ 大木　啓至 補償 物件 市内

（株）オオキ 富津市小久保１８９番地１ 大木　啓至 補償 事業損失 市内

（株）大野土木 神奈川県横浜市港北区大豆戸町４７０番地 大野　史郎 測量 測量一般 県内

（株）大野土木 神奈川県横浜市港北区大豆戸町４７０番地 大野　史郎 土木 道路 県内

（株）大野土木 神奈川県横浜市港北区大豆戸町４７０番地 大野　史郎 土木 下水道 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 測量 測量一般 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 測量 地図調整 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 測量 航空測量 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 建築一般 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 意匠 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 構造 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 暖冷房 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 衛生 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 電気 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 建築積算 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 機械積算 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 電気積算 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 調査 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 建築工監 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 電気工監 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 機械工監 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 耐震診断 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 建築 地区計画 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 河川砂防 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 港湾 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 電力土木 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 道路 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 鉄道 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 上水道 県内
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（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 下水道 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 農業土木 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 森林土木 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 水産土木 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 造園 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 都市計画 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 地質 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 土質基礎 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 鋼構造物 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 トンネル 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 施工計画 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 建設環境 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 機械 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 電気電子 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 廃棄物 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 交通量 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 環境調査 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 分析解析 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 宅地造成 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 資料等 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 施工管理 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 土木 交通施設 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 地質 地質調査 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 補償 土地調査 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 補償 土地評価 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 補償 物件 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 補償 機械工作 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 補償 営業補償 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 補償 事業損失 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 補償 補償関連 県内

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 補償 総合補償 県内

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 建築一般 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 意匠 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 構造 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 暖冷房 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 衛生 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 電気 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 建築積算 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 機械積算 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 電気積算 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 調査 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 建築工監 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 電気工監 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 機械工監 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 耐震診断 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築 地区計画 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 土木 港湾 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 土木 都市計画 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 土木 地質 県外
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（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 土木 土質基礎 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 土木 鋼構造物 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 土木 トンネル 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 土木 施工計画 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 土木 建設環境 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 地質 地質調査 県外

（株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１号 津嶋　功 建築 建築一般 県外

（株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１号 津嶋　功 建築 意匠 県外

（株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１号 津嶋　功 建築 構造 県外

（株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１号 津嶋　功 建築 暖冷房 県外

（株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１号 津嶋　功 建築 衛生 県外

（株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１号 津嶋　功 建築 電気 県外

（株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１号 津嶋　功 建築 建築積算 県外

（株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１号 津嶋　功 建築 機械積算 県外

（株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１号 津嶋　功 建築 電気積算 県外

（株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１号 津嶋　功 建築 調査 県外

（株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１号 津嶋　功 建築 建築工監 県外

（株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１号 津嶋　功 建築 電気工監 県外

（株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１号 津嶋　功 建築 機械工監 県外

（株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１号 津嶋　功 建築 耐震診断 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 建築一般 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 意匠 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 構造 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 暖冷房 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 衛生 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 電気 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 建築積算 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 機械積算 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 電気積算 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 調査 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 建築工監 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 電気工監 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 機械工監 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 耐震診断 県外

（株）岡野建築設計事務所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２０番９号 岡野　雄太 建築 地区計画 県外

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 建築一般 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 意匠 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 構造 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 暖冷房 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 衛生 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 電気 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 建築積算 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 機械積算 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 電気積算 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 調査 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 建築工監 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 電気工監 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 機械工監 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 耐震診断 県内
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（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 建築 地区計画 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 土木 都市計画 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 土木 建設環境 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 土木 環境調査 県内

（有）岡本建築設計 千葉市中央区新千葉２丁目９‐９向陽ビル３階 岡本　睦哲 土木 分析解析 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 建築一般 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 意匠 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 構造 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 暖冷房 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 衛生 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 電気 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 建築積算 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 機械積算 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 電気積算 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 調査 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 建築工監 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 電気工監 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 機械工監 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 耐震診断 県内

（株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５番地１５ 奥野　覚 建築 地区計画 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 建築一般 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 意匠 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 構造 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 暖冷房 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 衛生 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 電気 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 建築積算 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 機械積算 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 電気積算 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 調査 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 建築工監 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 電気工監 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 機械工監 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 耐震診断 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築 地区計画 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 測量 測量一般 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 測量 地図調整 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 測量 航空測量 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 河川砂防 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 港湾 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 電力土木 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 道路 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 鉄道 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 上水道 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 下水道 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 造園 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 都市計画 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 地質 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 土質基礎 県内
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（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 鋼構造物 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 トンネル 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 交通量 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 環境調査 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 分析解析 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 宅地造成 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 資料等 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 施工管理 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 土木 交通施設 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 補償 土地調査 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 補償 土地評価 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 補償 物件 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 補償 機械工作 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 補償 営業補償 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 補償 事業損失 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 補償 補償関連 県内

（有）小田倉測量設計 八千代市大和田新田２５７番地２４ 小田倉　雅明 補償 総合補償 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 建築一般 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 意匠 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 構造 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 暖冷房 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 衛生 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 電気 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 建築積算 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 機械積算 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 電気積算 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 調査 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 建築工監 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 電気工監 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 機械工監 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 耐震診断 県内

（株）小野設計社 四街道市四街道１５５１番地７ 小野　真路 建築 地区計画 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 測量 測量一般 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 測量 地図調整 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 測量 航空測量 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 建築一般 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 意匠 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 構造 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 暖冷房 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 衛生 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 電気 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 建築積算 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 機械積算 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 電気積算 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 調査 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 建築工監 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 電気工監 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 機械工監 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 耐震診断 県内
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（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 建築 地区計画 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 河川砂防 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 港湾 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 電力土木 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 道路 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 鉄道 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 上水道 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 下水道 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 農業土木 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 森林土木 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 水産土木 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 造園 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 都市計画 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 地質 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 土質基礎 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 鋼構造物 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 トンネル 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 施工計画 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 建設環境 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 機械 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 電気電子 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 廃棄物 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 交通量 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 環境調査 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 分析解析 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 宅地造成 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 資料等 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 施工管理 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 土木 交通施設 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 地質 地質調査 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 補償 土地調査 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 補償 土地評価 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 補償 物件 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 補償 機械工作 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 補償 営業補償 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 補償 事業損失 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 補償 補償関連 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 補償 総合補償 県内

オリエンタル測量（株） 千葉市中央区本町一丁目６番１０号 戸村　利之 測量 測量一般 県内

オリエンタル測量（株） 千葉市中央区本町一丁目６番１０号 戸村　利之 測量 地図調整 県内

オリエンタル測量（株） 千葉市中央区本町一丁目６番１０号 戸村　利之 補償 土地調査 県内

オリエンタル測量（株） 千葉市中央区本町一丁目６番１０号 戸村　利之 補償 土地評価 県内

オリエンタル測量（株） 千葉市中央区本町一丁目６番１０号 戸村　利之 補償 物件 県内

オリエンタル測量（株） 千葉市中央区本町一丁目６番１０号 戸村　利之 補償 機械工作 県内

オリエンタル測量（株） 千葉市中央区本町一丁目６番１０号 戸村　利之 補償 営業補償 県内

オリエンタル測量（株） 千葉市中央区本町一丁目６番１０号 戸村　利之 補償 事業損失 県内

オリエンタル測量（株） 千葉市中央区本町一丁目６番１０号 戸村　利之 補償 補償関連 県内

オリエンタル測量（株） 千葉市中央区本町一丁目６番１０号 戸村　利之 補償 総合補償 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 測量 測量一般 県内
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オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 測量 地図調整 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 建築 建築一般 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 建築 意匠 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 建築 構造 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 建築 暖冷房 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 建築 衛生 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 建築 電気 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 建築 建築積算 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 建築 機械積算 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 建築 電気積算 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 建築 調査 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 建築 建築工監 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 建築 電気工監 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 建築 機械工監 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 建築 耐震診断 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 河川砂防 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 港湾 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 電力土木 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 道路 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 上水道 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 下水道 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 農業土木 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 森林土木 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 水産土木 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 造園 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 都市計画 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 地質 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 土質基礎 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 鋼構造物 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 トンネル 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 施工計画 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 建設環境 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 機械 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 電気電子 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 廃棄物 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 交通量 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 環境調査 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 分析解析 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 宅地造成 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 資料等 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 施工管理 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 土木 交通施設 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 地質 地質調査 県内

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 菅　伸彦 他 その他 ソフトウェア業-情報処理サービス業 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 測量 測量一般 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 測量 地図調整 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 測量 航空測量 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 河川砂防 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 港湾 県内
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（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 電力土木 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 道路 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 鉄道 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 上水道 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 下水道 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 農業土木 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 森林土木 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 水産土木 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 造園 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 都市計画 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 地質 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 土質基礎 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 鋼構造物 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 トンネル 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 施工計画 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 建設環境 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 機械 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 電気電子 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 廃棄物 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 交通量 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 環境調査 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 分析解析 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 宅地造成 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 資料等 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 施工管理 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 土木 交通施設 県内

（株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目４０番地１ 長瀬　功一 地質 地質調査 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 測量 測量一般 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 土木 河川砂防 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 土木 港湾 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 土木 道路 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 土木 下水道 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 土木 地質 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 土木 土質基礎 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 土木 鋼構造物 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 土木 施工計画 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 土木 交通量 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 土木 資料等 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 土木 施工管理 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 地質 地質調査 県内

開発虎ノ門コンサルタント（株） 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 白鳥　愛介 他 その他 派遣 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 測量 測量一般 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 測量 地図調整 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 測量 航空測量 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 道路 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 上水道 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 下水道 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 農業土木 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 森林土木 県内
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画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 造園 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 都市計画 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 地質 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 土質基礎 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 鋼構造物 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 交通量 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 環境調査 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 宅地造成 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 資料等 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 土木 施工管理 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 補償 土地調査 県内

画地測量設計（株） 東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 加藤　誠一 補償 物件 県内

（同）風花シビルプラン 木更津市中島１９９６番地 元木　真一 土木 道路 市内

（同）風花シビルプラン 木更津市中島１９９６番地 元木　真一 土木 鉄道 市内

（同）風花シビルプラン 木更津市中島１９９６番地 元木　真一 土木 上水道 市内

（同）風花シビルプラン 木更津市中島１９９６番地 元木　真一 土木 下水道 市内

（同）風花シビルプラン 木更津市中島１９９６番地 元木　真一 土木 農業土木 市内

（同）風花シビルプラン 木更津市中島１９９６番地 元木　真一 土木 都市計画 市内

（株）梶建築設計事務所 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 建築一般 県外

（株）梶建築設計事務所 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 意匠 県外

（株）梶建築設計事務所 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 構造 県外

（株）梶建築設計事務所 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 建築積算 県外

（株）梶建築設計事務所 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 調査 県外

（株）梶建築設計事務所 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 建築工監 県外

（株）梶建築設計事務所 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 耐震診断 県外

（株）梶建築設計事務所 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 地区計画 県外

梶設計テクノス（株） 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 建築一般 県外

梶設計テクノス（株） 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 意匠 県外

梶設計テクノス（株） 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 構造 県外

梶設計テクノス（株） 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 建築積算 県外

梶設計テクノス（株） 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 調査 県外

梶設計テクノス（株） 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 建築工監 県外

梶設計テクノス（株） 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 耐震診断 県外

梶設計テクノス（株） 東京都千代田区麹町二丁目４番地三誠堂ビル 金子　正 建築 地区計画 県外

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 測量 測量一般 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 測量 地図調整 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 測量 航空測量 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 河川砂防 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 港湾 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 電力土木 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 道路 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 鉄道 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 上水道 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 下水道 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 農業土木 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 森林土木 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 水産土木 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 造園 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 都市計画 市内
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粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 地質 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 土質基礎 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 鋼構造物 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 トンネル 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 施工計画 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 建設環境 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 機械 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 電気電子 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 廃棄物 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 交通量 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 環境調査 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 分析解析 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 宅地造成 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 資料等 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 施工管理 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 土木 交通施設 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 地質 地質調査 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 補償 土地調査 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 補償 土地評価 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 補償 物件 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 補償 機械工作 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 補償 営業補償 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 補償 事業損失 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 補償 補償関連 市内

粕谷コンサルタント（株） 富津市青木二丁目４番地３ 粕谷　達郎 補償 総合補償 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建築 意匠 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建築 構造 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建築 暖冷房 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建築 衛生 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建築 電気 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建築 建築積算 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建築 機械積算 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建築 電気積算 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建築 調査 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建築 建築工監 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建築 電気工監 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建築 機械工監 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建築 耐震診断 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 建築 地区計画 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 土木 港湾 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 土木 上水道 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 土木 下水道 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 土木 地質 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 土木 土質基礎 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 土木 建設環境 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 土木 廃棄物 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 土木 交通量 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 土木 環境調査 市内

（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 土木 分析解析 市内
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（株）上総環境調査センター 木更津市潮見四丁目１６番２号 島　俊幸 地質 地質調査 市内

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 測量 測量一般 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 土木 河川砂防 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 土木 道路 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 土木 都市計画 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 土木 地質 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 土木 土質基礎 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 土木 鋼構造物 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 土木 トンネル 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 土木 施工計画 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 土木 建設環境 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 土木 交通量 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 土木 環境調査 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 土木 分析解析 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 土木 資料等 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 土木 交通施設 県外

（株）片平新日本技研 東京都文京区小石川二丁目２２番２号　　　　　 保崎　康夫 地質 地質調査 県外

（株）カテナ補償サービス 船橋市前原西二丁目１２番７号 織戸　聖勝 補償 物件 県内

（株）カテナ補償サービス 船橋市前原西二丁目１２番７号 織戸　聖勝 補償 事業損失 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 建築一般 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 意匠 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 構造 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 暖冷房 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 衛生 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 電気 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 建築積算 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 機械積算 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 電気積算 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 調査 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 建築工監 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 電気工監 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 機械工監 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 耐震診断 県内

（株）カトウ建築事務所 千葉市中央区栄町３６番１０号 加藤　義道 建築 地区計画 県内

（株）カナン・ジオリサーチ 愛媛県松山市今在家二丁目１番４号 篠原　潤 測量 測量一般 県外

（株）カナン・ジオリサーチ 愛媛県松山市今在家二丁目１番４号 篠原　潤 土木 道路 県外

（株）カナン・ジオリサーチ 愛媛県松山市今在家二丁目１番４号 篠原　潤 地質 地質調査 県外

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 建築一般 市内

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 意匠 市内

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 構造 市内

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 暖冷房 市内

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 衛生 市内

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 電気 市内

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 建築積算 市内

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 機械積算 市内

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 電気積算 市内

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 調査 市内

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 建築工監 市内

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 電気工監 市内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 機械工監 市内

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 耐震診断 市内

（有）金子企画設計事務所 木更津市本郷２丁目５番３号 金子　康男 建築 地区計画 市内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 測量 測量一般 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 測量 地図調整 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 測量 航空測量 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 河川砂防 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 港湾 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 電力土木 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 道路 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 鉄道 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 上水道 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 下水道 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 農業土木 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 森林土木 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 水産土木 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 造園 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 都市計画 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 地質 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 土質基礎 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 鋼構造物 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 トンネル 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 施工計画 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 建設環境 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 機械 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 電気電子 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 廃棄物 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 交通量 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 環境調査 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 分析解析 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 宅地造成 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 資料等 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 施工管理 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 土木 交通施設 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 地質 地質調査 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 補償 土地調査 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 補償 土地評価 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 補償 物件 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 補償 機械工作 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 補償 営業補償 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 補償 事業損失 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 補償 補償関連 県内

兼原測量設計（株） 茨城県潮来市あやめ２丁目１９番地３ 兼原　一夫 補償 総合補償 県内

（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 建築一般 市内

（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 意匠 市内

（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 構造 市内

（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 暖冷房 市内

（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 衛生 市内

（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 電気 市内
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（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 建築積算 市内

（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 機械積算 市内

（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 電気積算 市内

（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 調査 市内

（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 建築工監 市内

（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 電気工監 市内

（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 機械工監 市内

（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 耐震診断 市内

（株）刈込設計 君津市久保二丁目１０番６号 刈込　慎 建築 地区計画 市内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 測量 測量一般 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 測量 地図調整 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 測量 航空測量 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 土木 都市計画 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 土木 交通量 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 土木 環境調査 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 土木 分析解析 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 土木 宅地造成 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 補償 土地調査 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 補償 土地評価 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 補償 物件 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 補償 機械工作 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 補償 営業補償 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 補償 事業損失 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 補償 補償関連 県内

（株）カワコン 神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 吉田　直人 補償 総合補償 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 測量 測量一般 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 測量 地図調整 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 測量 航空測量 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 土木 河川砂防 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 土木 港湾 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 土木 道路 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 土木 下水道 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 土木 農業土木 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 土木 森林土木 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 土木 地質 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 土木 土質基礎 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 土木 鋼構造物 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 土木 トンネル 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 土木 建設環境 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 土木 環境調査 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 土木 分析解析 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 地質 地質調査 県内

川崎地質（株） 東京都港区三田二丁目１１番１５号 栃本　泰浩 他 その他 土壌分析、水質分析 県内

カワナベ工業（株） 群馬県高崎市矢中町３１９番地６ 川鍋　太志 他 その他 漏水調査、劣化調査 県外

河野システム鑑定 市原市西五所２５番１２ 河野　宗博 補償 不動産 県内

（株）環境管理センター 東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 水落　憲吾 測量 測量一般 県内

（株）環境管理センター 東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 水落　憲吾 土木 建設環境 県内

（株）環境管理センター 東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 水落　憲吾 土木 交通量 県内

（株）環境管理センター 東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 水落　憲吾 土木 環境調査 県内
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（株）環境管理センター 東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 水落　憲吾 他 その他 計量証明事業等 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 建築 暖冷房 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 建築 衛生 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 建築 電気 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 建築 電気工監 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 土木 道路 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 土木 上水道 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 土木 下水道 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 土木 農業土木 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 土木 造園 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 土木 地質 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 土木 鋼構造物 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 土木 機械 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 土木 環境調査 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 土木 分析解析 県内

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 他 その他 埋設配管調査 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 測量 測量一般 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 建築一般 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 意匠 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 構造 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 暖冷房 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 衛生 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 電気 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 建築積算 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 機械積算 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 電気積算 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 調査 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 建築工監 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 電気工監 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 機械工監 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 耐震診断 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 建築 地区計画 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 河川砂防 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 港湾 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 道路 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 上水道 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 下水道 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 農業土木 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 森林土木 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 造園 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 都市計画 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 地質 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 土質基礎 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 鋼構造物 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 トンネル 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 施工計画 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 建設環境 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 機械 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 廃棄物 県内
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（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 交通量 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 環境調査 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 分析解析 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 宅地造成 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 資料等 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 施工管理 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 土木 交通施設 県内

（株）環境技研コンサルタント 千葉市中央区都町三丁目１４番４号 中川　昌人 地質 地質調査 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 測量 測量一般 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 測量 地図調整 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 建築 建築一般 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 建築 意匠 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 建築 調査 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 建築 地区計画 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 河川砂防 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 港湾 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 道路 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 鉄道 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 上水道 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 下水道 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 農業土木 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 森林土木 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 水産土木 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 造園 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 都市計画 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 地質 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 土質基礎 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 鋼構造物 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 施工計画 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 建設環境 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 廃棄物 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 交通量 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 環境調査 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 分析解析 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 宅地造成 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 資料等 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 施工管理 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 土木 交通施設 県内

（株）環境・グリーンエンジニア 東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 杉浦　力 地質 地質調査 県内

（株）環境施設コンサルタント 東京都千代田区神田神保町一丁目４４番２号 南雲　克彦 土木 廃棄物 県外

（株）環境設備計画 千葉市中央区新田町１２番地１　　トーシン千葉ビル２階 梶原　等 建築 建築一般 県内

（株）環境設備計画 千葉市中央区新田町１２番地１　　トーシン千葉ビル２階 梶原　等 建築 暖冷房 県内

（株）環境設備計画 千葉市中央区新田町１２番地１　　トーシン千葉ビル２階 梶原　等 建築 衛生 県内

（株）環境設備計画 千葉市中央区新田町１２番地１　　トーシン千葉ビル２階 梶原　等 建築 電気 県内

（株）環境設備計画 千葉市中央区新田町１２番地１　　トーシン千葉ビル２階 梶原　等 建築 建築積算 県内

（株）環境設備計画 千葉市中央区新田町１２番地１　　トーシン千葉ビル２階 梶原　等 建築 機械積算 県内

（株）環境設備計画 千葉市中央区新田町１２番地１　　トーシン千葉ビル２階 梶原　等 建築 電気積算 県内

（株）環境設備計画 千葉市中央区新田町１２番地１　　トーシン千葉ビル２階 梶原　等 建築 調査 県内

（株）環境設備計画 千葉市中央区新田町１２番地１　　トーシン千葉ビル２階 梶原　等 建築 建築工監 県内
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（株）環境設備計画 千葉市中央区新田町１２番地１　　トーシン千葉ビル２階 梶原　等 建築 電気工監 県内

（株）環境設備計画 千葉市中央区新田町１２番地１　　トーシン千葉ビル２階 梶原　等 建築 機械工監 県内

（株）環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 西山　勝栄 土木 鋼構造物 県内

（株）環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 西山　勝栄 土木 建設環境 県内

（株）環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 西山　勝栄 土木 廃棄物 県内

（株）環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 西山　勝栄 土木 環境調査 県内

（株）環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 西山　勝栄 他 その他 計量証明 県内

（株）環境デザイン設計事務所 東京都新宿区新小川町５番６号　ティーアイビル２０１号 小川　紀 土木 廃棄物 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 建築一般 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 意匠 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 構造 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 暖冷房 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 衛生 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 電気 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 建築積算 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 機械積算 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 電気積算 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 調査 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 建築工監 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 電気工監 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 機械工監 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 耐震診断 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 建築 地区計画 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 土木 造園 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 土木 都市計画 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 土木 資料等 県外

（株）環研 東京都千代田区神田錦町一丁目４番地８ 近藤　寛 土木 施工管理 県外

管清工業（株） 東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 長谷川　健司 測量 測量一般 県内

管清工業（株） 東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 長谷川　健司 土木 下水道 県内

（株）管総研 兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号 川久保　知一 土木 上水道 県外

（株）関東サービス工社 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目５９番２号 青木　裕幸 土木 上水道 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 測量 測量一般 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 河川砂防 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 港湾 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 道路 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 上水道 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 下水道 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 農業土木 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 森林土木 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 水産土木 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 都市計画 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 地質 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 土質基礎 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 鋼構造物 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 トンネル 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 建設環境 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 環境調査 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 分析解析 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 宅地造成 県内
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基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 資料等 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 施工管理 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 土木 交通施設 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 地質 地質調査 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 柳浦　良行 他 その他 計量証明事業 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 測量 測量一般 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 測量 地図調整 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 測量 航空測量 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 建築一般 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 意匠 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 構造 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 暖冷房 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 衛生 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 電気 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 建築積算 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 機械積算 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 電気積算 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 調査 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 建築工監 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 電気工監 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 機械工監 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 耐震診断 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 建築 地区計画 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 河川砂防 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 港湾 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 電力土木 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 道路 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 鉄道 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 上水道 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 下水道 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 農業土木 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 森林土木 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 水産土木 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 造園 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 都市計画 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 地質 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 土質基礎 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 鋼構造物 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 トンネル 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 施工計画 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 建設環境 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 機械 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 電気電子 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 廃棄物 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 交通量 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 環境調査 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 分析解析 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 宅地造成 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 資料等 県内
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キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 施工管理 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 土木 交通施設 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 地質 地質調査 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 補償 土地調査 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 補償 土地評価 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 補償 物件 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 補償 機械工作 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 補償 営業補償 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 補償 事業損失 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 補償 補償関連 県内

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 梶　雅弘 補償 総合補償 県内

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 土木 都市計画 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 土木 交通量 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 土木 環境調査 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 土木 分析解析 県外

（株）ＫＩＴＡＢＡ 北海道札幌市中央区南一条西十二丁目３２２番地 酒本　宏 土木 資料等 県外

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 測量 測量一般 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 測量 地図調整 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 測量 航空測量 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 河川砂防 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 電力土木 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 道路 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 上水道 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 下水道 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 農業土木 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 造園 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 都市計画 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 地質 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 土質基礎 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 鋼構造物 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 トンネル 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 施工計画 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 建設環境 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 交通量 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 環境調査 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 分析解析 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 宅地造成 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 資料等 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 施工管理 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 土木 交通施設 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 地質 地質調査 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 補償 土地調査 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 補償 土地評価 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 補償 物件 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 補償 機械工作 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 補償 営業補償 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 補償 事業損失 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 補償 補償関連 県内

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 補償 総合補償 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第２６号６番地の４ 木水　淳文 他 その他 埋蔵文化財調査 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 建築一般 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 意匠 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 構造 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 暖冷房 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 衛生 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 電気 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 建築積算 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 機械積算 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 電気積算 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 調査 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 建築工監 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 電気工監 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 機械工監 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 耐震診断 県内

木村屋金物建材（株） 匝瑳市八日市場イ２５８５番地 江波戸　正雄 建築 地区計画 県内

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 建築一般 県外

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 意匠 県外

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 構造 県外

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 暖冷房 県外

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 衛生 県外

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 電気 県外

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 建築積算 県外

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 機械積算 県外

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 電気積算 県外

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 調査 県外

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 建築工監 県外

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 電気工監 県外

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 機械工監 県外

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 耐震診断 県外

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 飯田　順一 建築 地区計画 県外

（株）協栄地質 茂原市下永吉２０３４番２ 春日　正人 地質 地質調査 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 測量 測量一般 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 測量 地図調整 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 測量 航空測量 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 土木 道路 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 土木 上水道 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 土木 下水道 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 土木 造園 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 土木 都市計画 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 土木 土質基礎 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 土木 鋼構造物 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 土木 施工計画 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 土木 建設環境 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 土木 分析解析 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 土木 宅地造成 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 土木 資料等 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 土木 施工管理 県内

（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 土木 交通施設 県内
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（株）協振技建 東京都文京区大塚三丁目１９番７号 高橋　健太郎 他 その他 埋設物探査-資材価格等調査業務-工事費調査業務-施工歩掛調査業務 県内

（株）共進補償コンサルタント 千葉市中央区今井二丁目１４番１３号 小柴　晴貴 補償 土地調査 県内

（株）共進補償コンサルタント 千葉市中央区今井二丁目１４番１３号 小柴　晴貴 補償 土地評価 県内

（株）共進補償コンサルタント 千葉市中央区今井二丁目１４番１３号 小柴　晴貴 補償 物件 県内

（株）共進補償コンサルタント 千葉市中央区今井二丁目１４番１３号 小柴　晴貴 補償 機械工作 県内

（株）共進補償コンサルタント 千葉市中央区今井二丁目１４番１３号 小柴　晴貴 補償 営業補償 県内

（株）共進補償コンサルタント 千葉市中央区今井二丁目１４番１３号 小柴　晴貴 補償 事業損失 県内

（株）共進補償コンサルタント 千葉市中央区今井二丁目１４番１３号 小柴　晴貴 補償 補償関連 県内

（株）共進補償コンサルタント 千葉市中央区今井二丁目１４番１３号 小柴　晴貴 補償 総合補償 県内

（株）協同建設 君津市外箕輪二丁目２４番３号 鶴岡　慎一郎 土木 上水道 市内

（株）協同建設 君津市外箕輪二丁目２４番３号 鶴岡　慎一郎 土木 下水道 市内

（株）協同建設 君津市外箕輪二丁目２４番３号 鶴岡　慎一郎 他 その他 漏水調査 市内

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 建築一般 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 意匠 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 構造 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 暖冷房 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 衛生 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 電気 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 建築積算 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 機械積算 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 電気積算 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 調査 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 建築工監 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 電気工監 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 機械工監 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 耐震診断 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 建築 地区計画 県外

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 飯田　精三 土木 都市計画 県外

協立基礎（株） 千葉市緑区おゆみ野一丁目３９番地２ 米本　恭一朗 地質 地質調査 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 測量 測量一般 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 測量 地図調整 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 測量 航空測量 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 河川砂防 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 港湾 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 電力土木 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 道路 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 鉄道 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 上水道 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 下水道 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 農業土木 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 森林土木 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 水産土木 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 造園 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 都市計画 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 地質 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 土質基礎 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 鋼構造物 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 トンネル 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 施工計画 県内
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（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 建設環境 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 機械 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 電気電子 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 廃棄物 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 交通量 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 環境調査 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 分析解析 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 宅地造成 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 資料等 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 施工管理 県内

（株）協立コンサルタンツ 東京都大田区矢口二丁目１３番６号 山口　明 土木 交通施設 県内

（株）共和技術コンサルタンツ 神奈川県横浜市中区長者町２丁目５番地１４ 林　幹朗 測量 測量一般 県外

（株）共和技術コンサルタンツ 神奈川県横浜市中区長者町２丁目５番地１４ 林　幹朗 土木 河川砂防 県外

（株）共和技術コンサルタンツ 神奈川県横浜市中区長者町２丁目５番地１４ 林　幹朗 土木 道路 県外

（株）共和技術コンサルタンツ 神奈川県横浜市中区長者町２丁目５番地１４ 林　幹朗 土木 下水道 県外

（株）共和技術コンサルタンツ 神奈川県横浜市中区長者町２丁目５番地１４ 林　幹朗 土木 鋼構造物 県外

（株）共和技術コンサルタンツ 神奈川県横浜市中区長者町２丁目５番地１４ 林　幹朗 地質 地質調査 県外

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 測量 測量一般 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 測量 地図調整 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 建築一般 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 意匠 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 構造 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 暖冷房 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 衛生 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 電気 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 建築積算 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 機械積算 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 電気積算 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 調査 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 建築工監 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 電気工監 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 機械工監 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 耐震診断 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 建築 地区計画 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 河川砂防 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 道路 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 上水道 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 下水道 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 造園 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 都市計画 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 土質基礎 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 鋼構造物 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 トンネル 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 建設環境 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 電気電子 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 交通量 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 環境調査 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 分析解析 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 宅地造成 県内
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（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 資料等 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 施工管理 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 土木 交通施設 県内

（株）協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 山本　満 地質 地質調査 県内

協和地下開発（株） 流山市南流山二丁目２番地の３ 高橋　高志 測量 測量一般 県内

協和地下開発（株） 流山市南流山二丁目２番地の３ 高橋　高志 土木 土質基礎 県内

協和地下開発（株） 流山市南流山二丁目２番地の３ 高橋　高志 地質 地質調査 県内

協和地下開発（株） 流山市南流山二丁目２番地の３ 高橋　高志 他 その他 土壌調査 県内

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 測量 測量一般 県内

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 測量 地図調整 県内

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 測量 航空測量 県内

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 建築 建築一般 県内

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 土木 河川砂防 県内

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 土木 道路 県内

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 土木 上水道 県内

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 土木 下水道 県内

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 土木 土質基礎 県内

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 土木 鋼構造物 県内

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 土木 トンネル 県内

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 土木 電気電子 県内

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 村岡　基 地質 地質調査 県内

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 建築 建築一般 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 建築 意匠 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 建築 構造 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 建築 暖冷房 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 建築 衛生 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 建築 電気 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 建築 建築積算 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 建築 機械積算 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 建築 電気積算 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 建築 調査 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 建築 建築工監 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 建築 電気工監 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 建築 機械工監 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 土木 電力土木 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 土木 道路 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 土木 上水道 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 土木 下水道 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 土木 造園 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 土木 都市計画 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 土木 トンネル 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 土木 施工計画 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 土木 建設環境 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 土木 機械 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 土木 電気電子 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 土木 資料等 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 土木 施工管理 県外

（株）崎陽設計 東京都江戸川区東葛西６丁目１８番８号　アソルティ葛西４０２号 安武　寿 土木 交通施設 県外

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 測量 測量一般 県内
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（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 測量 地図調整 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 測量 航空測量 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 建築 建築一般 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 建築 調査 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 建築 耐震診断 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 建築 地区計画 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 河川砂防 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 港湾 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 電力土木 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 道路 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 鉄道 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 上水道 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 下水道 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 農業土木 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 森林土木 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 水産土木 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 造園 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 都市計画 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 地質 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 土質基礎 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 鋼構造物 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 トンネル 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 施工計画 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 建設環境 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 機械 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 電気電子 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 廃棄物 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 交通量 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 環境調査 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 分析解析 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 宅地造成 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 資料等 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 施工管理 県内

（株）近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 根本　顯 土木 交通施設 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 河川砂防 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 港湾 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 電力土木 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 道路 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 鉄道 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 上水道 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 下水道 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 農業土木 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 森林土木 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 水産土木 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 造園 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 都市計画 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 地質 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 土質基礎 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 鋼構造物 県内
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（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 トンネル 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 施工計画 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 建設環境 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 機械 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 電気電子 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 廃棄物 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 交通量 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 環境調査 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 分析解析 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 宅地造成 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 資料等 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 施工管理 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 土木 交通施設 県内

（株）技研基礎 千葉市中央区末広五丁目８番６号 田野　秀夫 地質 地質調査 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 測量 測量一般 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 測量 地図調整 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 測量 航空測量 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 河川砂防 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 港湾 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 電力土木 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 道路 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 鉄道 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 上水道 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 下水道 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 農業土木 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 森林土木 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 水産土木 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 造園 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 都市計画 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 地質 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 土質基礎 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 鋼構造物 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 トンネル 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 施工計画 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 建設環境 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 機械 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 電気電子 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 廃棄物 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 交通量 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 環境調査 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 分析解析 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 宅地造成 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 資料等 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 施工管理 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 土木 交通施設 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 補償 土地調査 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 補償 土地評価 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 補償 物件 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 補償 機械工作 県内
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空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 補償 営業補償 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 補償 事業損失 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 補償 補償関連 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 補償 総合補償 県内

空間情報サービス（株） 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 古里　弘 他 その他 電算業務委託 県内

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 建築一般 県外

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 意匠 県外

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 構造 県外

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 暖冷房 県外

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 衛生 県外

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 電気 県外

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 建築積算 県外

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 機械積算 県外

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 電気積算 県外

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 調査 県外

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 建築工監 県外

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 電気工監 県外

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 機械工監 県外

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 耐震診断 県外

（株）空間デザイン 大阪府吹田市垂水町三丁目２４番地の１ 阿部　弘明 建築 地区計画 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 建築一般 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 意匠 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 構造 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 暖冷房 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 衛生 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 電気 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 建築積算 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 機械積算 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 電気積算 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 調査 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 建築工監 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 電気工監 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 機械工監 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 耐震診断 県外

（株）久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 久慈　竜也 建築 地区計画 県外

（株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 久寿米木　康宣 建築 建築一般 県内

（株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 久寿米木　康宣 建築 意匠 県内

（株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 久寿米木　康宣 建築 構造 県内

（株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 久寿米木　康宣 建築 暖冷房 県内

（株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 久寿米木　康宣 建築 衛生 県内

（株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 久寿米木　康宣 建築 電気 県内

（株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 久寿米木　康宣 建築 建築積算 県内

（株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 久寿米木　康宣 建築 調査 県内

（株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 久寿米木　康宣 建築 建築工監 県内

（株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 久寿米木　康宣 建築 電気工監 県内

（株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 久寿米木　康宣 建築 機械工監 県内

（株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 久寿米木　康宣 建築 耐震診断 県内

（株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 久寿米木　康宣 建築 地区計画 県内

（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 建築一般 県外
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（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 意匠 県外

（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 構造 県外

（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 暖冷房 県外

（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 衛生 県外

（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 電気 県外

（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 建築積算 県外

（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 機械積算 県外

（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 電気積算 県外

（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 調査 県外

（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 建築工監 県外

（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 電気工監 県外

（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 機械工監 県外

（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 耐震診断 県外

（株）国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 江國　隆 建築 地区計画 県外

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 建築一般 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 意匠 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 構造 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 暖冷房 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 衛生 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 電気 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 建築積算 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 機械積算 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 電気積算 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 調査 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 建築工監 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 電気工監 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 機械工監 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 耐震診断 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 建築 地区計画 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 河川砂防 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 港湾 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 電力土木 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 道路 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 鉄道 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 上水道 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 下水道 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 農業土木 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 森林土木 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 水産土木 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 造園 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 都市計画 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 地質 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 土質基礎 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 鋼構造物 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 トンネル 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 施工計画 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 建設環境 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 機械 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 電気電子 県内
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（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 廃棄物 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 交通量 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 環境調査 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 分析解析 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 宅地造成 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 資料等 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 施工管理 県内

（株）久野敬一郎建築事務所 千葉市花見川区花園一丁目９番８号 久野　敬一郎 土木 交通施設 県内

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 北尾　裕一 土木 上水道 県外

（株）隈研吾建築都市設計事務所 東京都港区南青山二丁目２４番８号 横尾　実 建築 建築一般 県外

（株）隈研吾建築都市設計事務所 東京都港区南青山二丁目２４番８号 横尾　実 建築 意匠 県外

（株）栗生総合計画事務所 東京都文京区湯島一丁目２番１２号 栗生　明 建築 建築一般 県外

（株）栗生総合計画事務所 東京都文京区湯島一丁目２番１２号 栗生　明 建築 意匠 県外

（株）栗生総合計画事務所 東京都文京区湯島一丁目２番１２号 栗生　明 建築 構造 県外

（株）栗生総合計画事務所 東京都文京区湯島一丁目２番１２号 栗生　明 建築 調査 県外

（株）栗生総合計画事務所 東京都文京区湯島一丁目２番１２号 栗生　明 建築 建築工監 県外

（株）栗生総合計画事務所 東京都文京区湯島一丁目２番１２号 栗生　明 建築 地区計画 県外

（株）黒田システム鑑定 市川市入船５番８号 黒田　安仁 補償 土地評価 県内

（株）黒田システム鑑定 市川市入船５番８号 黒田　安仁 補償 不動産 県内

（株）黒田不動産鑑定 木更津市中央一丁目４番９号 飯野　芳郎 補償 土地調査 市内

（株）黒田不動産鑑定 木更津市中央一丁目４番９号 飯野　芳郎 補償 土地評価 市内

（株）黒田不動産鑑定 木更津市中央一丁目４番９号 飯野　芳郎 補償 物件 市内

（株）黒田不動産鑑定 木更津市中央一丁目４番９号 飯野　芳郎 補償 機械工作 市内

（株）黒田不動産鑑定 木更津市中央一丁目４番９号 飯野　芳郎 補償 営業補償 市内

（株）黒田不動産鑑定 木更津市中央一丁目４番９号 飯野　芳郎 補償 事業損失 市内

（株）黒田不動産鑑定 木更津市中央一丁目４番９号 飯野　芳郎 補償 補償関連 市内

（株）黒田不動産鑑定 木更津市中央一丁目４番９号 飯野　芳郎 補償 総合補償 市内

（株）黒田不動産鑑定 木更津市中央一丁目４番９号 飯野　芳郎 補償 不動産 市内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 建築一般 県内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 意匠 県内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 構造 県内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 暖冷房 県内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 衛生 県内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 電気 県内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 建築積算 県内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 機械積算 県内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 電気積算 県内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 調査 県内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 建築工監 県内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 電気工監 県内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 機械工監 県内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 耐震診断 県内

（株）桑田建築設計事務所 千葉市美浜区幸町一丁目２番２号 安達　文宏 建築 地区計画 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 測量 測量一般 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 測量 地図調整 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 測量 航空測量 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 河川砂防 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 港湾 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 電力土木 県内
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（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 道路 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 鉄道 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 上水道 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 下水道 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 農業土木 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 森林土木 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 水産土木 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 造園 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 都市計画 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 地質 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 土質基礎 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 鋼構造物 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 トンネル 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 施工計画 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 建設環境 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 機械 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 電気電子 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 廃棄物 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 交通量 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 環境調査 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 分析解析 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 宅地造成 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 資料等 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 施工管理 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 土木 交通施設 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 地質 地質調査 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 補償 土地調査 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 補償 土地評価 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 補償 物件 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 補償 機械工作 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 補償 営業補償 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 補償 事業損失 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 補償 補償関連 県内

（株）グラフィック 長野県松本市井川城三丁目３番８‐５号 浅井　俊貴 補償 総合補償 県内

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 建築 建築一般 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 建築 意匠 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 建築 建築積算 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 建築 調査 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 建築 建築工監 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 建築 耐震診断 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 建築 地区計画 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 河川砂防 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 港湾 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 道路 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 鉄道 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 上水道 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 下水道 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 造園 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 都市計画 県外
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（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 地質 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 土質基礎 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 廃棄物 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 交通量 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 環境調査 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 分析解析 県外

（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 岡村　雅明 土木 資料等 県外

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 測量 測量一般 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 測量 地図調整 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 河川砂防 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 港湾 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 道路 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 上水道 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 下水道 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 農業土木 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 森林土木 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 地質 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 土質基礎 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 鋼構造物 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 施工計画 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 交通量 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 宅地造成 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 資料等 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 施工管理 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 土木 交通施設 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 地質 地質調査 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 補償 土地調査 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 補償 土地評価 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 補償 物件 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 補償 機械工作 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 補償 営業補償 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 補償 事業損失 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 補償 補償関連 市内

ケーエス・コンサルタント（株） 木更津市桜町二丁目６番１号 浅倉　文雄 補償 総合補償 市内

京央測量設計（株） 印西市木下東二丁目２番地１０ 川上　榮一 測量 測量一般 県内

京央測量設計（株） 印西市木下東二丁目２番地１０ 川上　榮一 他 その他 公共嘱託登記‐土地家屋調査士業務‐地籍調査業務 県内

（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 建築一般 県外

（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 意匠 県外

（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 構造 県外

（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 暖冷房 県外

（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 衛生 県外

（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 電気 県外

（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 建築積算 県外

（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 機械積算 県外

（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 電気積算 県外

（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 調査 県外

（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 建築工監 県外

（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 電気工監 県外

（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 機械工監 県外
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（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 耐震診断 県外

（株）Ｋ構造研究所 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目３０番３号 堀　啓二 建築 地区計画 県外

（一財）経済調査会 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 田口　学 建築 建築積算 県外

（一財）経済調査会 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 田口　学 建築 機械積算 県外

（一財）経済調査会 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 田口　学 建築 電気積算 県外

（一財）経済調査会 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 田口　学 建築 調査 県外

（一財）経済調査会 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 田口　学 土木 下水道 県外

（一財）経済調査会 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 田口　学 土木 鋼構造物 県外

（一財）経済調査会 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 田口　学 土木 トンネル 県外

（一財）経済調査会 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 田口　学 土木 施工計画 県外

（一財）経済調査会 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 田口　学 土木 分析解析 県外

（一財）経済調査会 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 田口　学 土木 資料等 県外

（一財）経済調査会 東京都港区新橋六丁目１７番１５号 田口　学 他 その他 建設資機材価格等調査 県外

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 測量 測量一般 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 測量 地図調整 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 測量 航空測量 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 河川砂防 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 港湾 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 道路 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 上水道 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 下水道 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 農業土木 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 森林土木 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 水産土木 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 造園 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 都市計画 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 地質 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 土質基礎 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 鋼構造物 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 トンネル 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 施工計画 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 建設環境 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 交通量 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 環境調査 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 分析解析 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 宅地造成 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 資料等 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 施工管理 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 土木 交通施設 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 地質 地質調査 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 補償 土地調査 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 補償 土地評価 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 補償 物件 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 補償 機械工作 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 補償 営業補償 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 補償 事業損失 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 補償 補償関連 県内

（株）恵進コンサル 千葉市中央区矢作町１５１番地１ 金木　武夫 補償 総合補償 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 土木 上水道 県内
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京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 土木 下水道 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 土木 施工計画 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 土木 機械 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 測量 測量一般 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 河川砂防 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 港湾 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 道路 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 上水道 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 下水道 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 農業土木 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 森林土木 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 造園 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 都市計画 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 地質 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 土質基礎 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 鋼構造物 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 トンネル 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 施工計画 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 建設環境 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 交通量 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 環境調査 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 分析解析 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 宅地造成 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 資料等 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 施工管理 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木 交通施設 県内

京葉シビルエンジニアリング（株） 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 地質 地質調査 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 測量 測量一般 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 測量 地図調整 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 測量 航空測量 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 河川砂防 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 港湾 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 電力土木 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 道路 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 鉄道 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 上水道 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 下水道 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 農業土木 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 森林土木 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 水産土木 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 造園 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 都市計画 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 地質 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 土質基礎 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 鋼構造物 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 トンネル 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 施工計画 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 建設環境 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 機械 県内
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京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 電気電子 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 廃棄物 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 交通量 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 環境調査 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 分析解析 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 宅地造成 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 資料等 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 施工管理 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 土木 交通施設 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 地質 地質調査 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 補償 土地調査 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 補償 土地評価 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 補償 物件 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 補償 機械工作 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 補償 営業補償 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 補償 事業損失 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 補償 補償関連 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 補償 総合補償 県内

京葉測量（株） 習志野市茜浜三丁目４番６号 柳　恵一 他 その他 上記以外で当社対応可能な業務　全般 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 測量 測量一般 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 河川砂防 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 港湾 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 道路 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 上水道 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 下水道 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 農業土木 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 森林土木 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 水産土木 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 造園 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 都市計画 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 地質 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 土質基礎 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 鋼構造物 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 施工計画 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 建設環境 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 交通量 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 環境調査 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 宅地造成 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 資料等 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 施工管理 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 土木 交通施設 県内

（株）京葉都市設計 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 玉越　安夫 地質 地質調査 県内

（株）建匠コンサルタント 神奈川県川崎市川崎区小川町７丁目１番 有村　毅 補償 土地調査 県内

（株）建匠コンサルタント 神奈川県川崎市川崎区小川町７丁目１番 有村　毅 補償 土地評価 県内

（株）建匠コンサルタント 神奈川県川崎市川崎区小川町７丁目１番 有村　毅 補償 物件 県内

（株）建匠コンサルタント 神奈川県川崎市川崎区小川町７丁目１番 有村　毅 補償 機械工作 県内

（株）建匠コンサルタント 神奈川県川崎市川崎区小川町７丁目１番 有村　毅 補償 営業補償 県内

（株）建匠コンサルタント 神奈川県川崎市川崎区小川町７丁目１番 有村　毅 補償 事業損失 県内

（株）建匠コンサルタント 神奈川県川崎市川崎区小川町７丁目１番 有村　毅 補償 補償関連 県内
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（株）建匠コンサルタント 神奈川県川崎市川崎区小川町７丁目１番 有村　毅 補償 総合補償 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建築 建築一般 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建築 構造 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建築 調査 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建築 建築工監 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 建築 耐震診断 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 土木 道路 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 土木 下水道 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 土木 地質 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 土木 鋼構造物 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 土木 トンネル 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 土木 建設環境 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 土木 廃棄物 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 土木 環境調査 県内

（株）建設環境コンサルティング 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 山下　敏之 地質 地質調査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 測量 測量一般 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 測量 地図調整 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 測量 航空測量 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 建築一般 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 意匠 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 構造 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 暖冷房 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 衛生 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 電気 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 建築積算 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 機械積算 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 電気積算 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 調査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 建築工監 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 電気工監 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 機械工監 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 耐震診断 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 建築 地区計画 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 河川砂防 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 港湾 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 電力土木 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 道路 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 鉄道 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 上水道 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 下水道 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 農業土木 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 森林土木 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 水産土木 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 造園 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 都市計画 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 地質 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 土質基礎 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 鋼構造物 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 トンネル 県内
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（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 施工計画 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 建設環境 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 機械 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 電気電子 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 廃棄物 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 交通量 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 環境調査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 分析解析 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 宅地造成 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 資料等 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 施工管理 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 土木 交通施設 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 地質 地質調査 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 補償 補償関連 県内

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３丁目２１番１号 中村　哲己 他 その他 ＰＭ‐ＣＭ‐事業監理‐水理模型実験 県内

（株）建設地盤 東京都荒川区東日暮里六丁目１８番４号 倉持　知二 測量 測量一般 県内

（株）建設地盤 東京都荒川区東日暮里六丁目１８番４号 倉持　知二 土木 地質 県内

（株）建設地盤 東京都荒川区東日暮里六丁目１８番４号 倉持　知二 地質 地質調査 県内

（一財）建設物価調査会 東京都中央区日本橋大伝馬町１１番８号 北橋　建治 建築 建築積算 県外

（一財）建設物価調査会 東京都中央区日本橋大伝馬町１１番８号 北橋　建治 建築 機械積算 県外

（一財）建設物価調査会 東京都中央区日本橋大伝馬町１１番８号 北橋　建治 建築 電気積算 県外

（一財）建設物価調査会 東京都中央区日本橋大伝馬町１１番８号 北橋　建治 建築 調査 県外

（一財）建設物価調査会 東京都中央区日本橋大伝馬町１１番８号 北橋　建治 土木 施工計画 県外

（一財）建設物価調査会 東京都中央区日本橋大伝馬町１１番８号 北橋　建治 他 その他 工事費・諸経費・労務費・歩掛等各種調査 県外

（株）建文 東京都中野区中央一丁目２２番１３号 福田　省三 建築 建築一般 県外

（株）建文 東京都中野区中央一丁目２２番１３号 福田　省三 建築 意匠 県外

（株）建文 東京都中野区中央一丁目２２番１３号 福田　省三 建築 構造 県外

（株）建文 東京都中野区中央一丁目２２番１３号 福田　省三 建築 建築積算 県外

（株）建文 東京都中野区中央一丁目２２番１３号 福田　省三 建築 調査 県外

（株）建文 東京都中野区中央一丁目２２番１３号 福田　省三 建築 建築工監 県外

（株）建文 東京都中野区中央一丁目２２番１３号 福田　省三 建築 耐震診断 県外

（株）建文 東京都中野区中央一丁目２２番１３号 福田　省三 建築 地区計画 県外

（株）建文 東京都中野区中央一丁目２２番１３号 福田　省三 土木 造園 県外

（株）建文 東京都中野区中央一丁目２２番１３号 福田　省三 土木 施工管理 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 建築一般 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 意匠 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 構造 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 暖冷房 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 衛生 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 電気 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 建築積算 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 機械積算 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 電気積算 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 調査 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 建築工監 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 電気工監 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 機械工監 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 耐震診断 県外

（株）現代建築研究所 東京都新宿区新宿二丁目８番８号 飯田　修一 建築 地区計画 県外
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（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 測量 測量一般 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 測量 地図調整 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 測量 航空測量 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 河川砂防 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 道路 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 鉄道 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 上水道 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 下水道 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 農業土木 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 森林土木 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 水産土木 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 造園 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 都市計画 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 地質 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 土質基礎 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 鋼構造物 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 トンネル 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 施工計画 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 建設環境 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 機械 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 廃棄物 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 交通量 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 環境調査 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 分析解析 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 宅地造成 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 資料等 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 施工管理 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 土木 交通施設 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 地質 地質調査 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 補償 土地調査 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 補償 土地評価 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 補償 物件 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 補償 機械工作 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 補償 営業補償 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 補償 事業損失 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 補償 補償関連 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 補償 総合補償 県内

（株）コーケン 茂原市長尾２６８３番地２８ 石塚　貴大 他 その他 土地家屋調査士登記 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 測量 測量一般 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 建築 建築一般 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 建築 地区計画 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 河川砂防 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 電力土木 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 道路 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 上水道 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 下水道 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 農業土木 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 造園 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 都市計画 県内
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（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 地質 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 土質基礎 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 鋼構造物 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 トンネル 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 施工計画 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 建設環境 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 機械 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 電気電子 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 交通量 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 環境調査 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 分析解析 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 宅地造成 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 資料等 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 施工管理 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 土木 交通施設 県内

（株）コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地１３ 角田　五郎 地質 地質調査 県内

（有）小泉アトリエ 神奈川県横浜市中区相生町三丁目６３番地 小泉　京子 建築 建築一般 県外

（有）小泉アトリエ 神奈川県横浜市中区相生町三丁目６３番地 小泉　京子 建築 意匠 県外

（有）小泉アトリエ 神奈川県横浜市中区相生町三丁目６３番地 小泉　京子 建築 建築工監 県外

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 測量 測量一般 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 測量 地図調整 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 測量 航空測量 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 河川砂防 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 港湾 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 電力土木 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 道路 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 鉄道 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 上水道 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 下水道 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 農業土木 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 森林土木 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 水産土木 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 造園 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 都市計画 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 地質 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 土質基礎 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 鋼構造物 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 トンネル 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 施工計画 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 建設環境 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 機械 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 電気電子 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 廃棄物 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 交通量 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 環境調査 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 分析解析 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 宅地造成 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 資料等 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 施工管理 県内
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（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 土木 交通施設 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 地質 地質調査 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 補償 土地調査 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 補償 物件 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 補償 機械工作 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 補償 営業補償 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 補償 事業損失 県内

（株）コイデ 群馬県前橋市六供町７７６番地１ 伊藤　敦 他 その他 施工管理 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 河川砂防 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 港湾 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 電力土木 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 道路 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 鉄道 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 上水道 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 下水道 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 農業土木 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 森林土木 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 水産土木 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 造園 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 都市計画 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 地質 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 土質基礎 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 鋼構造物 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 トンネル 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 施工計画 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 建設環境 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 機械 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 電気電子 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 廃棄物 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 交通量 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 環境調査 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 分析解析 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 宅地造成 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 資料等 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 施工管理 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 土木 交通施設 県内

興亜開発（株） 東京都江東区新大橋一丁目８番２号 桑山　正勝 地質 地質調査 県内

（株）広栄設計事務所 千葉市中央区塩田町４３４番地１ 木村　均 測量 測量一般 県内

（株）広栄設計事務所 千葉市中央区塩田町４３４番地１ 木村　均 土木 河川砂防 県内

（株）広栄設計事務所 千葉市中央区塩田町４３４番地１ 木村　均 土木 道路 県内

（株）広栄設計事務所 千葉市中央区塩田町４３４番地１ 木村　均 土木 上水道 県内

（株）広栄設計事務所 千葉市中央区塩田町４３４番地１ 木村　均 土木 下水道 県内

（株）広栄設計事務所 千葉市中央区塩田町４３４番地１ 木村　均 土木 施工管理 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 測量 測量一般 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 測量 地図調整 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 測量 航空測量 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 土木 河川砂防 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 土木 道路 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 土木 上水道 県内
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（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 土木 下水道 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 土木 農業土木 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 土木 森林土木 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 土木 都市計画 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 土木 鋼構造物 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 土木 交通量 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 補償 土地調査 県内

（株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３番地 塩見　健太郎 補償 物件 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 測量 測量一般 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 河川砂防 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 港湾 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 道路 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 鉄道 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 上水道 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 下水道 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 農業土木 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 森林土木 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 水産土木 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 造園 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 都市計画 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 地質 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 土質基礎 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 鋼構造物 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 トンネル 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 施工計画 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 建設環境 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 廃棄物 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 交通量 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 環境調査 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 分析解析 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 宅地造成 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 資料等 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 施工管理 県内

（株）構造エンジニアリング 千葉市中央区新町２４番地９ 水野　淳明 土木 交通施設 県内

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 建築 意匠 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 建築 構造 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 建築 暖冷房 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 建築 衛生 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 建築 電気 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 建築 建築積算 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 建築 機械積算 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 建築 電気積算 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 建築 調査 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 建築 建築工監 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 建築 電気工監 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 建築 機械工監 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 建築 耐震診断 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 建築 地区計画 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 河川砂防 県外
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（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 港湾 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 電力土木 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 道路 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 鉄道 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 上水道 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 下水道 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 農業土木 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 森林土木 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 水産土木 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 造園 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 都市計画 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 地質 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 土質基礎 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 鋼構造物 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 トンネル 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 施工計画 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 建設環境 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 機械 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 電気電子 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 廃棄物 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 交通量 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 環境調査 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 分析解析 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 宅地造成 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 資料等 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 施工管理 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 土木 交通施設 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 地質 地質調査 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 補償 土地調査 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 補償 土地評価 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 補償 物件 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 補償 機械工作 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 補償 営業補償 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 補償 事業損失 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 補償 補償関連 県外

（株）交通総合研究所 東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階 玉置　善生 補償 総合補償 県外

（株）江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩五丁目１８番６号 小林　博美 他 その他 水質検査-土壌分析-産業廃棄物分析-理化学検査-臨床検査-放射線量等測定・検査 県内

（株）幸徳環境設計 神奈川県横浜市中区弁天通二丁目３０番地 藤條　豪史 測量 測量一般 県内

（株）幸徳環境設計 神奈川県横浜市中区弁天通二丁目３０番地 藤條　豪史 土木 道路 県内

（株）幸徳環境設計 神奈川県横浜市中区弁天通二丁目３０番地 藤條　豪史 土木 上水道 県内

（株）幸徳環境設計 神奈川県横浜市中区弁天通二丁目３０番地 藤條　豪史 土木 下水道 県内

（株）幸徳環境設計 神奈川県横浜市中区弁天通二丁目３０番地 藤條　豪史 土木 農業土木 県内

（株）幸徳環境設計 神奈川県横浜市中区弁天通二丁目３０番地 藤條　豪史 土木 森林土木 県内

（株）幸徳環境設計 神奈川県横浜市中区弁天通二丁目３０番地 藤條　豪史 土木 造園 県内

（株）幸徳環境設計 神奈川県横浜市中区弁天通二丁目３０番地 藤條　豪史 土木 地質 県内

（株）幸徳環境設計 神奈川県横浜市中区弁天通二丁目３０番地 藤條　豪史 土木 土質基礎 県内

（株）幸徳環境設計 神奈川県横浜市中区弁天通二丁目３０番地 藤條　豪史 土木 宅地造成 県内

（株）幸徳環境設計 神奈川県横浜市中区弁天通二丁目３０番地 藤條　豪史 土木 資料等 県内

（株）幸徳環境設計 神奈川県横浜市中区弁天通二丁目３０番地 藤條　豪史 土木 交通施設 県内
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（株）弘洋コンサルタンツ 三重県松阪市山室町３２１０番地４５ 野口　幸子 測量 測量一般 県内

（株）弘洋コンサルタンツ 三重県松阪市山室町３２１０番地４５ 野口　幸子 土木 河川砂防 県内

（株）弘洋コンサルタンツ 三重県松阪市山室町３２１０番地４５ 野口　幸子 土木 道路 県内

（株）弘洋コンサルタンツ 三重県松阪市山室町３２１０番地４５ 野口　幸子 土木 下水道 県内

（株）弘洋コンサルタンツ 三重県松阪市山室町３２１０番地４５ 野口　幸子 土木 農業土木 県内

（株）弘洋コンサルタンツ 三重県松阪市山室町３２１０番地４５ 野口　幸子 土木 森林土木 県内

（株）弘洋コンサルタンツ 三重県松阪市山室町３２１０番地４５ 野口　幸子 土木 鋼構造物 県内

（株）弘洋コンサルタンツ 三重県松阪市山室町３２１０番地４５ 野口　幸子 土木 施工計画 県内

（株）弘洋コンサルタンツ 三重県松阪市山室町３２１０番地４５ 野口　幸子 土木 交通量 県内

（株）弘洋コンサルタンツ 三重県松阪市山室町３２１０番地４５ 野口　幸子 補償 土地調査 県内

（株）弘洋コンサルタンツ 三重県松阪市山室町３２１０番地４５ 野口　幸子 補償 物件 県内

光陽測量（株） 袖ケ浦市坂戸市場１３５２番地１ 大岩　賢志 測量 測量一般 市内

光陽測量（株） 袖ケ浦市坂戸市場１３５２番地１ 大岩　賢志 測量 地図調整 市内

光陽測量（株） 袖ケ浦市坂戸市場１３５２番地１ 大岩　賢志 他 その他 土地家屋調査士 市内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 測量 測量一般 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 河川砂防 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 港湾 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 電力土木 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 道路 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 鉄道 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 上水道 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 下水道 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 農業土木 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 森林土木 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 都市計画 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 地質 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 土質基礎 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 施工計画 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 環境調査 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 土木 分析解析 県内

（株）国際技術コンサルタンツ 市川市市川南１丁目１番８号市川サンハイツ２０６号 中村　政邦 地質 地質調査 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 測量 測量一般 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 測量 地図調整 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 測量 航空測量 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 建築 建築一般 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 建築 調査 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 建築 地区計画 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 河川砂防 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 港湾 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 電力土木 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 道路 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 鉄道 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 上水道 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 下水道 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 農業土木 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 森林土木 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 水産土木 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 造園 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 都市計画 県内
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国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 地質 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 土質基礎 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 鋼構造物 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 トンネル 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 施工計画 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 建設環境 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 電気電子 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 廃棄物 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 交通量 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 環境調査 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 分析解析 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 宅地造成 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 資料等 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 施工管理 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 土木 交通施設 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 地質 地質調査 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 補償 土地調査 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 補償 物件 県内

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 土方　聡 補償 不動産 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 測量 測量一般 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 測量 地図調整 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 河川砂防 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 港湾 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 電力土木 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 道路 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 鉄道 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 上水道 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 下水道 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 農業土木 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 森林土木 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 水産土木 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 造園 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 都市計画 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 地質 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 土質基礎 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 鋼構造物 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 トンネル 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 施工計画 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 建設環境 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 機械 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 電気電子 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 廃棄物 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 交通量 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 環境調査 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 分析解析 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 宅地造成 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 資料等 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 施工管理 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 土木 交通施設 県内
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（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 地質 地質調査 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 補償 土地調査 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 補償 土地評価 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 補償 物件 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 補償 機械工作 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 補償 営業補償 県内

（株）国際創建コンサルタント 千葉市中央区新田町５番１０号 吉牟田　広 他 その他 埋蔵文化財調査 県内

国際文化財（株） 東京都品川区東五反田２‐３‐４ 梅原　亮介 測量 測量一般 県外

国際文化財（株） 東京都品川区東五反田２‐３‐４ 梅原　亮介 測量 地図調整 県外

国際文化財（株） 東京都品川区東五反田２‐３‐４ 梅原　亮介 測量 航空測量 県外

国土地図（株） 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 稲垣　秀夫 測量 測量一般 県外

国土地図（株） 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 稲垣　秀夫 測量 地図調整 県外

国土地図（株） 東京都新宿区西落合二丁目１２番４号 稲垣　秀夫 測量 航空測量 県外

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 測量 測量一般 県内

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 測量 地図調整 県内

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 補償 土地調査 県内

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 補償 土地評価 県内

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 補償 物件 県内

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 補償 機械工作 県内

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 補償 営業補償 県内

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 補償 事業損失 県内

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 補償 補償関連 県内

（株）コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 崎川　修 補償 総合補償 県内

国内調査測量（株） 柏市布施８５４番地２ 永田　薫 測量 測量一般 県内

国内調査測量（株） 柏市布施８５４番地２ 永田　薫 測量 地図調整 県内

国内調査測量（株） 柏市布施８５４番地２ 永田　薫 測量 航空測量 県内

国内調査測量（株） 柏市布施８５４番地２ 永田　薫 補償 土地調査 県内

国内調査測量（株） 柏市布施８５４番地２ 永田　薫 補償 土地評価 県内

国内調査測量（株） 柏市布施８５４番地２ 永田　薫 補償 物件 県内

国内調査測量（株） 柏市布施８５４番地２ 永田　薫 補償 機械工作 県内

国内調査測量（株） 柏市布施８５４番地２ 永田　薫 補償 営業補償 県内

国内調査測量（株） 柏市布施８５４番地２ 永田　薫 補償 事業損失 県内

国内調査測量（株） 柏市布施８５４番地２ 永田　薫 補償 補償関連 県内

国内調査測量（株） 柏市布施８５４番地２ 永田　薫 補償 総合補償 県内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 測量 測量一般 市内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 測量 地図調整 市内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 測量 航空測量 市内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 土木 農業土木 市内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 土木 交通量 市内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 補償 土地調査 市内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 補償 土地評価 市内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 補償 物件 市内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 補償 機械工作 市内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 補償 営業補償 市内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 補償 事業損失 市内

コスモ測量設計（株） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 補償 補償関連 市内

こづか不動産鑑定（株） 習志野市谷津六丁目７番２‐８０８号 小塚　隆雄 補償 土地調査 県内

こづか不動産鑑定（株） 習志野市谷津六丁目７番２‐８０８号 小塚　隆雄 補償 土地評価 県内

こづか不動産鑑定（株） 習志野市谷津六丁目７番２‐８０８号 小塚　隆雄 補償 事業損失 県内
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こづか不動産鑑定（株） 習志野市谷津六丁目７番２‐８０８号 小塚　隆雄 補償 不動産 県内

小畑不動産鑑定事務所 浦安市富士見４丁目８番２７号 小畑　昌也 補償 土地調査 県内

小畑不動産鑑定事務所 浦安市富士見４丁目８番２７号 小畑　昌也 補償 土地評価 県内

小畑不動産鑑定事務所 浦安市富士見４丁目８番２７号 小畑　昌也 補償 物件 県内

小畑不動産鑑定事務所 浦安市富士見４丁目８番２７号 小畑　昌也 補償 補償関連 県内

小畑不動産鑑定事務所 浦安市富士見４丁目８番２７号 小畑　昌也 補償 総合補償 県内

小畑不動産鑑定事務所 浦安市富士見４丁目８番２７号 小畑　昌也 補償 不動産 県内

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 建築 建築一般 県外

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 建築 構造 県外

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 建築 調査 県外

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 建築 建築工監 県外

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 建築 耐震診断 県外

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 土木 鋼構造物 県外

互恵補償コンサルタント（株） 千葉市中央区中央三丁目１４番１１号 松本　常幸 補償 土地調査 県内

互恵補償コンサルタント（株） 千葉市中央区中央三丁目１４番１１号 松本　常幸 補償 土地評価 県内

互恵補償コンサルタント（株） 千葉市中央区中央三丁目１４番１１号 松本　常幸 補償 物件 県内

互恵補償コンサルタント（株） 千葉市中央区中央三丁目１４番１１号 松本　常幸 補償 機械工作 県内

互恵補償コンサルタント（株） 千葉市中央区中央三丁目１４番１１号 松本　常幸 補償 営業補償 県内

互恵補償コンサルタント（株） 千葉市中央区中央三丁目１４番１１号 松本　常幸 補償 事業損失 県内

互恵補償コンサルタント（株） 千葉市中央区中央三丁目１４番１１号 松本　常幸 補償 補償関連 県内

互恵補償コンサルタント（株） 千葉市中央区中央三丁目１４番１１号 松本　常幸 補償 総合補償 県内

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 測量 測量一般 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 土木 道路 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 土木 都市計画 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 土木 交通量 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 土木 環境調査 県外

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号 藤澤　士朗 他 その他 その他 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 土木 建設環境 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 土木 廃棄物 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 土木 交通量 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 土木 環境調査 県外

（一社）埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０番地１１ 野口　裕司 他 その他 環境に係る各種測定・分析・検査-基本計画-実態調査 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 測量 測量一般 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 測量 地図調整 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 測量 航空測量 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 河川砂防 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 港湾 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 電力土木 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 道路 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 鉄道 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 上水道 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 下水道 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 農業土木 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 森林土木 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 水産土木 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 造園 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 都市計画 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 地質 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 土質基礎 県外
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埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 鋼構造物 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 トンネル 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 施工計画 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 建設環境 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 機械 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 電気電子 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 廃棄物 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 交通量 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 環境調査 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 分析解析 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 宅地造成 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 資料等 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 施工管理 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 土木 交通施設 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 補償 土地調査 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 補償 土地評価 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 補償 物件 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 補償 機械工作 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 補償 営業補償 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 補償 事業損失 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 補償 補償関連 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 補償 総合補償 県外

埼玉測量設計（株） 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目５番８号 小山　祥史 他 その他 GIS 県外

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 建築一般 市内

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 意匠 市内

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 構造 市内

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 暖冷房 市内

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 衛生 市内

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 電気 市内

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 建築積算 市内

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 機械積算 市内

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 電気積算 市内

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 調査 市内

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 建築工監 市内

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 電気工監 市内

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 機械工監 市内

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 耐震診断 市内

（有）斉藤建築設計事務所 木更津市大和三丁目５番１４号 齋藤　俊夫 建築 地区計画 市内

（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 建築一般 県内

（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 意匠 県内

（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 構造 県内

（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 暖冷房 県内

（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 衛生 県内

（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 電気 県内

（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 建築積算 県内

（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 機械積算 県内

（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 電気積算 県内

（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 調査 県内

（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 建築工監 県内
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（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 電気工監 県内

（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 機械工監 県内

（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 耐震診断 県内

（株）齋藤建築設計事務所 千葉市美浜区高洲三丁目１４番３号 齋藤　智惠子 建築 地区計画 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 測量 測量一般 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 建築 建築一般 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 建築 耐震診断 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 河川砂防 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 道路 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 農業土木 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 森林土木 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 造園 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 都市計画 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 地質 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 土質基礎 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 鋼構造物 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 トンネル 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 施工計画 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 廃棄物 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 交通量 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 環境調査 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 分析解析 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 資料等 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 施工管理 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 土木 交通施設 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 地質 地質調査 県内

（株）栄設計 東京都杉並区上荻三丁目２４番１３号 池本　幸一 補償 土地調査 県内

（株）坂倉建築研究所 東京都港区赤坂九丁目６番１４号 大木　健逸 建築 建築一般 県外

（株）坂倉建築研究所 東京都港区赤坂九丁目６番１４号 大木　健逸 建築 意匠 県外

（株）坂倉建築研究所 東京都港区赤坂九丁目６番１４号 大木　健逸 建築 調査 県外

（株）坂倉建築研究所 東京都港区赤坂九丁目６番１４号 大木　健逸 建築 耐震診断 県外

（株）坂倉建築研究所 東京都港区赤坂九丁目６番１４号 大木　健逸 建築 地区計画 県外

さくら不動産鑑定（株） 佐倉市寺崎北三丁目４番地９ 広瀬　祥之 補償 土地調査 県内

さくら不動産鑑定（株） 佐倉市寺崎北三丁目４番地９ 広瀬　祥之 補償 土地評価 県内

さくら不動産鑑定（株） 佐倉市寺崎北三丁目４番地９ 広瀬　祥之 補償 不動産 県内

（有）佐藤建築構造設計事務所 船橋市滝台二丁目１番２８号　薬園台ヒルズ３０１号 佐藤　暢彦 建築 建築一般 県内

（有）佐藤建築構造設計事務所 船橋市滝台二丁目１番２８号　薬園台ヒルズ３０１号 佐藤　暢彦 建築 意匠 県内

（有）佐藤建築構造設計事務所 船橋市滝台二丁目１番２８号　薬園台ヒルズ３０１号 佐藤　暢彦 建築 構造 県内

（有）佐藤建築構造設計事務所 船橋市滝台二丁目１番２８号　薬園台ヒルズ３０１号 佐藤　暢彦 建築 暖冷房 県内

（有）佐藤建築構造設計事務所 船橋市滝台二丁目１番２８号　薬園台ヒルズ３０１号 佐藤　暢彦 建築 衛生 県内

（有）佐藤建築構造設計事務所 船橋市滝台二丁目１番２８号　薬園台ヒルズ３０１号 佐藤　暢彦 建築 電気 県内

（有）佐藤建築構造設計事務所 船橋市滝台二丁目１番２８号　薬園台ヒルズ３０１号 佐藤　暢彦 建築 建築積算 県内

（有）佐藤建築構造設計事務所 船橋市滝台二丁目１番２８号　薬園台ヒルズ３０１号 佐藤　暢彦 建築 調査 県内

（有）佐藤建築構造設計事務所 船橋市滝台二丁目１番２８号　薬園台ヒルズ３０１号 佐藤　暢彦 建築 建築工監 県内

（有）佐藤建築構造設計事務所 船橋市滝台二丁目１番２８号　薬園台ヒルズ３０１号 佐藤　暢彦 建築 電気工監 県内

（有）佐藤建築構造設計事務所 船橋市滝台二丁目１番２８号　薬園台ヒルズ３０１号 佐藤　暢彦 建築 機械工監 県内

（有）佐藤建築構造設計事務所 船橋市滝台二丁目１番２８号　薬園台ヒルズ３０１号 佐藤　暢彦 建築 耐震診断 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 測量 測量一般 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 測量 地図調整 県内
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（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 測量 航空測量 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 建築 意匠 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 河川砂防 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 港湾 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 道路 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 鉄道 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 上水道 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 下水道 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 農業土木 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 森林土木 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 造園 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 都市計画 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 地質 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 土質基礎 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 鋼構造物 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 施工計画 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 交通量 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 環境調査 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 分析解析 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 宅地造成 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 資料等 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 施工管理 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 土木 交通施設 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 地質 地質調査 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 補償 土地調査 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 補償 土地評価 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 補償 物件 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 補償 機械工作 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 補償 営業補償 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 補償 事業損失 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 補償 補償関連 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 補償 総合補償 県内

（株）佐藤測量 成田市三里塚光ケ丘１番地４１１ 佐藤　潔 他 その他 土地家屋調査士業務（登記） 県内

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 建築一般 県外

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 意匠 県外

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 構造 県外

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 暖冷房 県外

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 衛生 県外

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 電気 県外

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 建築積算 県外

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 機械積算 県外

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 電気積算 県外

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 調査 県外

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 建築工監 県外

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 電気工監 県外

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 機械工監 県外

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 耐震診断 県外

（株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木二丁目２７番１５号高栄ビル 長井　隆志 建築 地区計画 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 測量 測量一般 県外
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（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 測量 航空測量 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 建築 建築一般 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 建築 意匠 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 建築 調査 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 土木 道路 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 土木 下水道 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 土木 造園 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 土木 都市計画 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 土木 地質 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 土木 施工計画 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 土木 建設環境 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 補償 土地調査 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 補償 土地評価 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 補償 物件 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 補償 機械工作 県外

（株）サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８号 佐藤　清文 補償 補償関連 県外

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 建築 調査 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 測量 測量一般 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 測量 地図調整 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 測量 航空測量 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 建築一般 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 意匠 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 構造 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 暖冷房 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 衛生 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 電気 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 建築積算 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 機械積算 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 電気積算 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 調査 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 建築工監 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 電気工監 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 機械工監 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 耐震診断 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 建築 地区計画 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 河川砂防 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 港湾 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 道路 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 上水道 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 下水道 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 造園 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 都市計画 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 地質 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 土質基礎 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 鋼構造物 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 トンネル 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 施工計画 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 建設環境 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 機械 県内
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サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 電気電子 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 交通量 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 環境調査 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 分析解析 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 宅地造成 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 資料等 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 施工管理 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 土木 交通施設 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 地質 地質調査 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 補償 土地調査 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 補償 物件 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 補償 機械工作 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 補償 営業補償 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 補償 事業損失 県内

サンコーコンサルタント（株） 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 柿崎　勉 補償 補償関連 県内

サン・ジオテック（株） 千葉市中央区新宿二丁目６番８号　クリーンホーム千葉 廣野　貴一 測量 測量一般 県内

サン・ジオテック（株） 千葉市中央区新宿二丁目６番８号　クリーンホーム千葉 廣野　貴一 測量 地図調整 県内

サン・ジオテック（株） 千葉市中央区新宿二丁目６番８号　クリーンホーム千葉 廣野　貴一 測量 航空測量 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 測量 測量一般 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 建築一般 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 意匠 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 構造 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 暖冷房 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 衛生 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 電気 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 建築積算 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 機械積算 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 電気積算 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 調査 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 建築工監 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 電気工監 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 機械工監 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 耐震診断 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 建築 地区計画 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 土木 河川砂防 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 土木 上水道 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 土木 下水道 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 土木 土質基礎 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 土木 建設環境 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 土木 機械 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 土木 電気電子 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 土木 廃棄物 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 土木 施工管理 県内

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号　中之島インテス１９階 山崎　義広 地質 地質調査 県内

（株）ＳＵＮ総合 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 菅原　忍 建築 建築一般 県外

（株）ＳＵＮ総合 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 菅原　忍 建築 意匠 県外

（株）ＳＵＮ総合 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 菅原　忍 建築 構造 県外

（株）ＳＵＮ総合 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 菅原　忍 建築 建築積算 県外

（株）ＳＵＮ総合 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 菅原　忍 建築 調査 県外
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（株）ＳＵＮ総合 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 菅原　忍 建築 建築工監 県外

（株）ＳＵＮ総合 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 菅原　忍 建築 耐震診断 県外

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 測量 測量一般 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 測量 地図調整 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 測量 航空測量 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 建築一般 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 意匠 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 構造 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 暖冷房 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 衛生 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 電気 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 建築積算 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 機械積算 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 電気積算 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 調査 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 建築工監 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 電気工監 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 機械工監 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 耐震診断 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 建築 地区計画 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 河川砂防 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 港湾 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 電力土木 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 道路 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 鉄道 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 上水道 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 下水道 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 農業土木 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 森林土木 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 水産土木 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 造園 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 都市計画 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 地質 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 土質基礎 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 鋼構造物 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 トンネル 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 施工計画 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 建設環境 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 機械 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 電気電子 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 廃棄物 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 交通量 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 環境調査 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 分析解析 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 宅地造成 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 資料等 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 施工管理 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 土木 交通施設 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 補償 土地調査 県内
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（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 補償 土地評価 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 補償 物件 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 補償 機械工作 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 補償 営業補償 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 補償 事業損失 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 補償 補償関連 県内

（株）サンテックインターナショナル 東京都江東区亀戸五丁目８番９号 升ノ内　元二 補償 総合補償 県内

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 建築 調査 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 建築 地区計画 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 土木 港湾 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 土木 道路 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 土木 鉄道 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 土木 都市計画 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 土木 交通量 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 土木 環境調査 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 土木 分析解析 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 土木 資料等 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 土木 交通施設 県外

（株）サンビーム 東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階 石川　和男 他 その他 アセスメント 県外

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 測量 測量一般 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 測量 地図調整 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 建築一般 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 意匠 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 構造 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 暖冷房 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 衛生 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 電気 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 建築積算 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 機械積算 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 電気積算 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 調査 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 建築工監 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 電気工監 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 機械工監 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 耐震診断 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 建築 地区計画 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 河川砂防 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 港湾 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 道路 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 上水道 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 下水道 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 農業土木 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 森林土木 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 水産土木 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 造園 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 都市計画 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 地質 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 土質基礎 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 鋼構造物 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 トンネル 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 施工計画 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 建設環境 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 交通量 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 環境調査 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 分析解析 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 宅地造成 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 資料等 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 施工管理 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 土木 交通施設 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 地質 地質調査 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 補償 土地調査 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 補償 物件 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 補償 機械工作 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 補償 営業補償 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 補償 事業損失 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 補償 補償関連 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 補償 総合補償 県内

（株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５番１６号 久野　格彦 他 その他 諸事項整理分析 県内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 測量 測量一般 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 測量 地図調整 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 測量 航空測量 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 建築 調査 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 土木 道路 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 土木 上水道 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 土木 下水道 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 土木 農業土木 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 土木 森林土木 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 土木 造園 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 土木 交通量 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 土木 環境調査 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 土木 分析解析 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 土木 資料等 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 土木 施工管理 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 補償 土地調査 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 補償 土地評価 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 補償 物件 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 補償 機械工作 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 補償 営業補償 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 補償 事業損失 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 補償 補償関連 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 補償 総合補償 市内

（有）山葉測量 君津市南久保三丁目１０番８号 小林　和芳 他 その他 ＵＡＶレーザー・地上レーザーを活用した測量調査全般 市内

（株）サンレックス 鴨川市花房字昭田５５番地３ 河名　洋一 測量 測量一般 県内

（株）サンレックス 鴨川市花房字昭田５５番地３ 河名　洋一 測量 地図調整 県内

（株）サンレックス 鴨川市花房字昭田５５番地３ 河名　洋一 測量 航空測量 県内

三和航測（株） 東京都練馬区豊玉北六丁目１５番１４号 大西　錦城 測量 測量一般 県内

三和航測（株） 東京都練馬区豊玉北六丁目１５番１４号 大西　錦城 測量 地図調整 県内

三和航測（株） 東京都練馬区豊玉北六丁目１５番１４号 大西　錦城 測量 航空測量 県内
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三和航測（株） 東京都練馬区豊玉北六丁目１５番１４号 大西　錦城 建築 建築一般 県内

三和航測（株） 東京都練馬区豊玉北六丁目１５番１４号 大西　錦城 土木 都市計画 県内

三和航測（株） 東京都練馬区豊玉北六丁目１５番１４号 大西　錦城 土木 交通量 県内

三和航測（株） 東京都練馬区豊玉北六丁目１５番１４号 大西　錦城 土木 環境調査 県内

三和航測（株） 東京都練馬区豊玉北六丁目１５番１４号 大西　錦城 土木 資料等 県内

（有）サンワ測量設計 君津市中島６２３番地１ 野老　信久 測量 測量一般 市内

（有）サンワ測量設計 君津市中島６２３番地１ 野老　信久 測量 地図調整 市内

（有）サンワ測量設計 君津市中島６２３番地１ 野老　信久 測量 航空測量 市内

（有）サンワ測量設計 君津市中島６２３番地１ 野老　信久 土木 道路 市内

（有）サンワ測量設計 君津市中島６２３番地１ 野老　信久 土木 上水道 市内

（有）サンワ測量設計 君津市中島６２３番地１ 野老　信久 土木 下水道 市内

（有）サンワ測量設計 君津市中島６２３番地１ 野老　信久 土木 農業土木 市内

（有）サンワ測量設計 君津市中島６２３番地１ 野老　信久 土木 造園 市内

（有）サンワ測量設計 君津市中島６２３番地１ 野老　信久 土木 交通量 市内

（有）サンワ測量設計 君津市中島６２３番地１ 野老　信久 土木 宅地造成 市内

（有）サンワ測量設計 君津市中島６２３番地１ 野老　信久 土木 資料等 市内

（有）サンワ測量設計 君津市中島６２３番地１ 野老　信久 土木 施工管理 市内

（有）サンワ測量設計 君津市中島６２３番地１ 野老　信久 補償 土地調査 市内

（有）サンワ測量設計 君津市中島６２３番地１ 野老　信久 補償 物件 市内

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 建築 調査 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 建築 建築工監 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 建築 耐震診断 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 河川砂防 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 港湾 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 電力土木 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 道路 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 鉄道 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 上水道 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 下水道 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 農業土木 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 鋼構造物 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 廃棄物 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 交通量 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 環境調査 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 分析解析 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 資料等 県外

（株）ＣＩテクノ 東京都千代田区神田錦町３‐２１ちよだプラットフォームスクウェア１２５６ 友竹　博一 土木 施工管理 県外

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 測量 測量一般 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 測量 地図調整 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 河川砂防 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 港湾 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 電力土木 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 道路 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 鉄道 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 上水道 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 下水道 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 農業土木 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 森林土木 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 水産土木 県内
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（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 造園 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 都市計画 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 地質 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 土質基礎 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 鋼構造物 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 トンネル 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 施工計画 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 建設環境 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 機械 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 電気電子 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 廃棄物 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 交通量 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 環境調査 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 分析解析 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 宅地造成 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 資料等 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 施工管理 県内

（株）シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 大輪　英史 土木 交通施設 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 建築一般 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 意匠 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 構造 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 暖冷房 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 衛生 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 電気 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 建築積算 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 機械積算 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 電気積算 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 調査 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 建築工監 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 電気工監 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 機械工監 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 耐震診断 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 建築 地区計画 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 河川砂防 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 港湾 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 電力土木 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 道路 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 鉄道 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 上水道 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 下水道 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 農業土木 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 森林土木 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 水産土木 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 造園 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 都市計画 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 地質 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 土質基礎 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 鋼構造物 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 トンネル 県内
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（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 施工計画 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 建設環境 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 機械 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 電気電子 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 廃棄物 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 交通量 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 環境調査 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 分析解析 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 宅地造成 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 資料等 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 施工管理 県内

（株）ＣＭＳ 千葉市若葉区西都賀３丁目３番１７号 細矢　孝 土木 交通施設 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 建築一般 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 意匠 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 構造 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 暖冷房 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 衛生 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 電気 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 建築積算 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 機械積算 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 電気積算 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 調査 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 建築工監 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 電気工監 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 機械工監 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 耐震診断 県内

（同）シーム建築事務所 千葉市中央区新田町６番６号 佐瀬　光信 建築 地区計画 県内

（株）シーラカンスアンドアソシエイツ 東京都渋谷区恵比寿西一丁目２０番５号５階 赤松　佳珠子 建築 建築一般 県外

（株）シーラカンスアンドアソシエイツ 東京都渋谷区恵比寿西一丁目２０番５号５階 赤松　佳珠子 建築 意匠 県外

（株）シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 前原　行雄 土木 道路 県外

（株）シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 前原　行雄 土木 造園 県外

（株）シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 前原　行雄 土木 都市計画 県外

（株）シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 前原　行雄 土木 交通量 県外

（株）シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 前原　行雄 土木 分析解析 県外

（株）シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町二丁目２番８号 前原　行雄 土木 資料等 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 測量 測量一般 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 測量 航空測量 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 建築 建築一般 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 建築 意匠 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 建築 調査 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 土木 交通量 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 土木 環境調査 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 土木 資料等 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 補償 土地調査 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 補償 土地評価 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 補償 物件 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 補償 機械工作 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 補償 営業補償 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 補償 事業損失 県外
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（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 補償 補償関連 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 補償 総合補償 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 補償 不動産 県外

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町二丁目４番１号 寳土　大亮 他 その他 埋蔵文化財発掘調査-固定資産関連調査-UAS 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 測量 測量一般 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 測量 地図調整 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 建築 建築一般 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 建築 意匠 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 建築 構造 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 建築 暖冷房 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 建築 電気 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 建築 建築積算 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 建築 機械積算 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 建築 電気積算 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 建築 調査 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 建築 耐震診断 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 河川砂防 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 港湾 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 道路 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 鉄道 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 都市計画 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 地質 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 土質基礎 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 鋼構造物 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 トンネル 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 施工計画 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 建設環境 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 機械 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 電気電子 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 交通量 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 環境調査 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 施工管理 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 土木 交通施設 県外

首都高技術（株） 東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号 鶴田　和久 地質 地質調査 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 建築一般 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 意匠 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 構造 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 暖冷房 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 衛生 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 電気 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 建築積算 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 機械積算 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 電気積算 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 調査 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 建築工監 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 電気工監 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 機械工監 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 耐震診断 県外

（株）翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２４番１５号 貴船　美彦 建築 地区計画 県外

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（株）昭文社 東京都千代田区麹町三丁目１番地 川村　哲也 測量 地図調整 県外

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 測量 測量一般 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 測量 地図調整 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 測量 航空測量 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 建築一般 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 意匠 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 構造 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 暖冷房 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 衛生 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 電気 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 建築積算 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 機械積算 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 電気積算 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 調査 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 建築工監 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 電気工監 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 機械工監 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 耐震診断 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 建築 地区計画 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 河川砂防 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 港湾 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 電力土木 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 道路 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 鉄道 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 上水道 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 下水道 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 農業土木 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 森林土木 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 水産土木 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 造園 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 都市計画 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 地質 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 土質基礎 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 鋼構造物 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 トンネル 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 施工計画 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 建設環境 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 廃棄物 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 交通量 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 環境調査 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 分析解析 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 宅地造成 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 資料等 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 施工管理 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 土木 交通施設 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 補償 土地調査 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 補償 土地評価 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 補償 物件 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 補償 機械工作 県内
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昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 補償 営業補償 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 補償 事業損失 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 補償 補償関連 県内

昭和（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 本島　哲也 補償 総合補償 県内

白井企画（株） 千葉市中央区新千葉２丁目５番１４号 鈴木　周市 測量 測量一般 県内

白井企画（株） 千葉市中央区新千葉２丁目５番１４号 鈴木　周市 土木 河川砂防 県内

白井企画（株） 千葉市中央区新千葉２丁目５番１４号 鈴木　周市 土木 道路 県内

白井企画（株） 千葉市中央区新千葉２丁目５番１４号 鈴木　周市 土木 上水道 県内

白井企画（株） 千葉市中央区新千葉２丁目５番１４号 鈴木　周市 土木 下水道 県内

白井企画（株） 千葉市中央区新千葉２丁目５番１４号 鈴木　周市 土木 農業土木 県内

白井企画（株） 千葉市中央区新千葉２丁目５番１４号 鈴木　周市 土木 森林土木 県内

白井企画（株） 千葉市中央区新千葉２丁目５番１４号 鈴木　周市 土木 都市計画 県内

白井企画（株） 千葉市中央区新千葉２丁目５番１４号 鈴木　周市 土木 地質 県内

白井企画（株） 千葉市中央区新千葉２丁目５番１４号 鈴木　周市 土木 土質基礎 県内

白井企画（株） 千葉市中央区新千葉２丁目５番１４号 鈴木　周市 土木 鋼構造物 県内

白井企画（株） 千葉市中央区新千葉２丁目５番１４号 鈴木　周市 土木 トンネル 県内

白井企画（株） 千葉市中央区新千葉２丁目５番１４号 鈴木　周市 地質 地質調査 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 測量 測量一般 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 測量 地図調整 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 測量 航空測量 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 土木 河川砂防 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 土木 道路 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 土木 下水道 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 土木 農業土木 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 土木 森林土木 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 土木 交通量 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 補償 土地調査 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 補償 物件 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 補償 機械工作 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 補償 営業補償 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 補償 事業損失 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 補償 補償関連 県内

伸一測量設計（株） 茂原市八千代三丁目１３番地６ 山本　秀夫 補償 総合補償 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 測量 測量一般 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 河川砂防 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 港湾 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 道路 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 上水道 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 下水道 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 農業土木 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 森林土木 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 水産土木 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 都市計画 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 地質 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 土質基礎 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 鋼構造物 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 トンネル 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 施工計画 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 建設環境 県内
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伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 廃棄物 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 交通量 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 環境調査 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 分析解析 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 宅地造成 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 資料等 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 施工管理 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 土木 交通施設 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 地質 地質調査 県内

伸光エンジニアリング（株） 千葉市中央区今井三丁目２４番１２号 中村　泰男 他 その他 管の目視調査一管のカメラ調査 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 測量 測量一般 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 河川砂防 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 港湾 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 電力土木 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 道路 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 鉄道 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 上水道 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 下水道 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 農業土木 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 森林土木 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 造園 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 都市計画 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 地質 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 土質基礎 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 鋼構造物 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 トンネル 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 施工計画 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 交通量 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 宅地造成 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 資料等 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 施工管理 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 土木 交通施設 県内

（株）新光コンサルタント 千葉市中央区新田町４番２２号 久保谷　伸博 他 その他 橋梁点検調査業務 県内

（株）親水コンサルタント 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目１４‐８　オフィス新横浜３０５号室 中田　秀明 土木 上水道 県外

（株）親水コンサルタント 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目１４‐８　オフィス新横浜３０５号室 中田　秀明 土木 下水道 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 測量 測量一般 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 測量 地図調整 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 測量 航空測量 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 河川砂防 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 港湾 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 電力土木 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 道路 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 鉄道 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 上水道 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 下水道 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 農業土木 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 森林土木 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 水産土木 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 造園 県外
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（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 都市計画 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 地質 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 土質基礎 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 鋼構造物 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 施工計画 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 建設環境 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 機械 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 電気電子 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 廃棄物 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 交通量 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 環境調査 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 分析解析 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 宅地造成 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 資料等 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 施工管理 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 土木 交通施設 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 地質 地質調査 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 補償 土地調査 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 補償 土地評価 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 補償 物件 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 補償 機械工作 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 補償 営業補償 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 補償 事業損失 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 補償 補償関連 県外

（株）新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 中島　博敬 補償 総合補償 県外

（株）新東測量設計コンサルタント 船橋市新高根一丁目１１番７号 奥村　真紀 補償 物件 県内

（株）新東測量設計コンサルタント 船橋市新高根一丁目１１番７号 奥村　真紀 補償 事業損失 県内

（有）新都市設計 木更津市高砂二丁目３番２１号 江尻　秀雄 測量 測量一般 市内

（有）新都市設計 木更津市高砂二丁目３番２１号 江尻　秀雄 測量 地図調整 市内

（有）新都市設計 木更津市高砂二丁目３番２１号 江尻　秀雄 土木 交通量 市内

（有）新都市設計 木更津市高砂二丁目３番２１号 江尻　秀雄 補償 土地調査 市内

（有）新都市設計 木更津市高砂二丁目３番２１号 江尻　秀雄 補償 土地評価 市内

（有）新都市設計 木更津市高砂二丁目３番２１号 江尻　秀雄 補償 物件 市内

（有）新都市設計 木更津市高砂二丁目３番２１号 江尻　秀雄 補償 機械工作 市内

（有）新都市設計 木更津市高砂二丁目３番２１号 江尻　秀雄 補償 営業補償 市内

（有）新都市設計 木更津市高砂二丁目３番２１号 江尻　秀雄 補償 事業損失 市内

（有）新都市設計 木更津市高砂二丁目３番２１号 江尻　秀雄 補償 補償関連 市内

（有）新都市設計 木更津市高砂二丁目３番２１号 江尻　秀雄 補償 総合補償 市内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 測量 測量一般 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 測量 地図調整 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 測量 航空測量 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 河川砂防 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 港湾 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 電力土木 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 道路 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 鉄道 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 上水道 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 下水道 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 農業土木 県内
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新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 森林土木 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 水産土木 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 造園 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 都市計画 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 地質 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 土質基礎 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 鋼構造物 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 トンネル 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 施工計画 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 建設環境 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 機械 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 電気電子 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 廃棄物 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 交通量 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 環境調査 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 分析解析 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 宅地造成 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 資料等 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 施工管理 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 土木 交通施設 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 地質 地質調査 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 補償 土地調査 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 補償 土地評価 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 補償 物件 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 補償 機械工作 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 補償 営業補償 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 補償 事業損失 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 補償 補償関連 県内

新都市設計（株） 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 野藤　修三 補償 総合補償 県内

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 測量 測量一般 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 測量 地図調整 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 測量 航空測量 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 建築一般 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 意匠 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 構造 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 暖冷房 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 衛生 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 電気 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 建築積算 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 機械積算 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 電気積算 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 調査 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 建築工監 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 電気工監 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 機械工監 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 耐震診断 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 建築 地区計画 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 河川砂防 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 港湾 県外
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（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 電力土木 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 道路 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 鉄道 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 上水道 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 下水道 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 農業土木 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 森林土木 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 水産土木 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 造園 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 都市計画 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 地質 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 土質基礎 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 鋼構造物 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 トンネル 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 施工計画 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 建設環境 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 機械 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 電気電子 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 廃棄物 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 交通量 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 環境調査 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 分析解析 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 宅地造成 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 資料等 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 施工管理 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 土木 交通施設 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 地質 地質調査 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 補償 土地調査 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 補償 土地評価 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 補償 物件 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 補償 機械工作 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 補償 営業補償 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 補償 事業損失 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 補償 補償関連 県外

（株）新日本エグザ 埼玉県さいたま市北区宮原町四丁目１４番地１０ 日水　正敏 補償 総合補償 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 測量 測量一般 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 土木 河川砂防 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 土木 港湾 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 土木 下水道 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 土木 建設環境 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 土木 交通量 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 土木 環境調査 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 土木 分析解析 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 土木 資料等 県外

新日本環境調査（株） 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 川岸　邦充 他 その他 計量証明 県外

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 測量 測量一般 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 測量 地図調整 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 測量 航空測量 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 建築一般 県内
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（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 意匠 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 構造 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 暖冷房 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 衛生 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 電気 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 建築積算 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 機械積算 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 電気積算 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 調査 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 建築工監 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 電気工監 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 機械工監 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 耐震診断 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 建築 地区計画 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 河川砂防 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 港湾 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 電力土木 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 道路 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 鉄道 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 上水道 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 下水道 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 農業土木 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 森林土木 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 水産土木 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 造園 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 都市計画 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 地質 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 土質基礎 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 鋼構造物 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 トンネル 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 施工計画 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 建設環境 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 機械 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 電気電子 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 廃棄物 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 交通量 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 環境調査 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 分析解析 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 宅地造成 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 資料等 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 施工管理 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 土木 交通施設 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 地質 地質調査 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 補償 土地調査 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 補償 土地評価 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 補償 物件 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 補償 機械工作 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 補償 営業補償 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 補償 事業損失 県内
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（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 補償 補償関連 県内

（株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 市森　友明 補償 総合補償 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 測量 測量一般 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 建築 建築一般 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 建築 意匠 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 建築 構造 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 建築 建築積算 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 建築 機械積算 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 建築 電気積算 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 建築 調査 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 建築 建築工監 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 建築 機械工監 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 建築 耐震診断 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 河川砂防 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 道路 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 上水道 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 下水道 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 農業土木 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 森林土木 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 造園 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 都市計画 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 地質 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 土質基礎 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 鋼構造物 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 トンネル 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 施工計画 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 建設環境 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 機械 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 土木 電気電子 県内

新日本設計（株） 長野県長野市稲葉２５６１番地 吉澤　隆美 地質 地質調査 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 測量 測量一般 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 測量 地図調整 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 測量 航空測量 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 建築一般 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 意匠 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 構造 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 暖冷房 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 衛生 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 電気 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 建築積算 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 機械積算 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 電気積算 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 調査 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 建築工監 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 電気工監 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 機械工監 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 耐震診断 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 建築 地区計画 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 補償 土地調査 県内
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（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 補償 土地評価 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 補償 物件 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 補償 機械工作 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 補償 営業補償 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 補償 事業損失 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 補償 補償関連 県内

（株）新洋技研 千葉市中央区末広二丁目１２番１７号三和ビル 折笠　宏之 補償 総合補償 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 測量 測量一般 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 測量 地図調整 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 測量 航空測量 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 建築 意匠 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 建築 構造 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 建築 暖冷房 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 建築 衛生 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 建築 電気 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 建築 建築積算 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 建築 機械積算 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 建築 電気積算 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 建築 調査 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 建築 建築工監 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 建築 電気工監 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 建築 機械工監 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 建築 耐震診断 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 建築 地区計画 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 河川砂防 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 港湾 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 電力土木 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 道路 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 鉄道 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 上水道 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 下水道 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 農業土木 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 森林土木 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 水産土木 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 造園 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 都市計画 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 地質 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 土質基礎 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 鋼構造物 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 トンネル 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 施工計画 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 建設環境 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 機械 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 電気電子 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 廃棄物 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 交通量 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 環境調査 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 分析解析 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 宅地造成 県内
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（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 資料等 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 施工管理 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 土木 交通施設 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 地質 地質調査 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 補償 土地調査 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 補償 土地評価 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 補償 物件 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 補償 機械工作 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 補償 営業補償 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 補償 事業損失 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 補償 補償関連 県内

（株）新葉測量 香取市観音１０８番地 片野　裕也 他 その他 土地家屋調査士 県内

（株）しんわ 千葉市中央区中央三丁目５番７号千葉中央ハイツ３０３ 田制　和道 補償 土地調査 県内

（株）しんわ 千葉市中央区中央三丁目５番７号千葉中央ハイツ３０３ 田制　和道 補償 土地評価 県内

（株）しんわ 千葉市中央区中央三丁目５番７号千葉中央ハイツ３０３ 田制　和道 補償 物件 県内

（株）しんわ 千葉市中央区中央三丁目５番７号千葉中央ハイツ３０３ 田制　和道 補償 機械工作 県内

（株）しんわ 千葉市中央区中央三丁目５番７号千葉中央ハイツ３０３ 田制　和道 補償 営業補償 県内

（株）しんわ 千葉市中央区中央三丁目５番７号千葉中央ハイツ３０３ 田制　和道 補償 事業損失 県内

（株）しんわ 千葉市中央区中央三丁目５番７号千葉中央ハイツ３０３ 田制　和道 補償 補償関連 県内

（株）しんわ 千葉市中央区中央三丁目５番７号千葉中央ハイツ３０３ 田制　和道 補償 総合補償 県内

ジーアンドエスエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目２４番９号 児玉　和久 測量 測量一般 県内

ジーアンドエスエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目２４番９号 児玉　和久 土木 河川砂防 県内

ジーアンドエスエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目２４番９号 児玉　和久 土木 道路 県内

ジーアンドエスエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目２４番９号 児玉　和久 土木 鉄道 県内

ジーアンドエスエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目２４番９号 児玉　和久 土木 下水道 県内

ジーアンドエスエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目２４番９号 児玉　和久 土木 農業土木 県内

ジーアンドエスエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目２４番９号 児玉　和久 土木 森林土木 県内

ジーアンドエスエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目２４番９号 児玉　和久 土木 都市計画 県内

ジーアンドエスエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目２４番９号 児玉　和久 土木 地質 県内

ジーアンドエスエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目２４番９号 児玉　和久 土木 土質基礎 県内

ジーアンドエスエンジニアリング（株） 福岡県福岡市博多区東比恵三丁目２４番９号 児玉　和久 土木 鋼構造物 県内

（株）ジイケイ設計 東京都豊島区高田三丁目３７番１０号 須田　武憲 建築 建築一般 県外

（株）ジイケイ設計 東京都豊島区高田三丁目３７番１０号 須田　武憲 建築 意匠 県外

（株）ジイケイ設計 東京都豊島区高田三丁目３７番１０号 須田　武憲 土木 道路 県外

（株）ジイケイ設計 東京都豊島区高田三丁目３７番１０号 須田　武憲 土木 都市計画 県外

（株）ジイケイ設計 東京都豊島区高田三丁目３７番１０号 須田　武憲 土木 建設環境 県外

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 測量 測量一般 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 測量 地図調整 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 測量 航空測量 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 河川砂防 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 港湾 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 電力土木 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 道路 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 鉄道 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 上水道 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 下水道 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 農業土木 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 森林土木 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 水産土木 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 造園 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 都市計画 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 地質 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 土質基礎 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 鋼構造物 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 トンネル 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 施工計画 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 建設環境 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 機械 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 電気電子 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 廃棄物 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 交通量 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 環境調査 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 分析解析 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 宅地造成 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 資料等 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 施工管理 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 土木 交通施設 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 地質 地質調査 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 補償 土地調査 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 補償 土地評価 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 補償 物件 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 補償 機械工作 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 補償 営業補償 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 補償 事業損失 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 補償 補償関連 県内

（株）ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 中尾　毅 補償 総合補償 県内

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 測量 測量一般 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 測量 地図調整 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 建築一般 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 意匠 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 構造 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 暖冷房 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 衛生 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 電気 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 建築積算 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 機械積算 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 電気積算 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 調査 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 建築工監 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 電気工監 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 機械工監 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 耐震診断 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 建築 地区計画 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 河川砂防 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 道路 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 鉄道 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 上水道 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 下水道 県外
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ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 造園 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 都市計画 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 地質 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 土質基礎 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 鋼構造物 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 トンネル 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 施工計画 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 建設環境 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 機械 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 交通量 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 環境調査 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 分析解析 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 資料等 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 施工管理 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 土木 交通施設 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 地質 地質調査 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 補償 土地調査 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 補償 物件 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 補償 補償関連 県外

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 東京都品川区西品川一丁目１番１号 栗田　敏寿 他 その他 計量証明事業ー土壌汚染調査ー環境測定ー地球環境保全 県外

ジオ・フロント（株） 東京都墨田区石原三丁目８番６号 高清水　祐之 土木 地質 県外

ジオ・フロント（株） 東京都墨田区石原三丁目８番６号 高清水　祐之 土木 土質基礎 県外

ジオ・フロント（株） 東京都墨田区石原三丁目８番６号 高清水　祐之 地質 地質調査 県外

（株）地盤調査事務所 東京都日野市万願寺三丁目５０番地の８ 矢内　宏幸 測量 測量一般 県外

（株）地盤調査事務所 東京都日野市万願寺三丁目５０番地の８ 矢内　宏幸 土木 土質基礎 県外

（株）地盤調査事務所 東京都日野市万願寺三丁目５０番地の８ 矢内　宏幸 地質 地質調査 県外

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 建築一般 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 意匠 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 構造 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 暖冷房 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 衛生 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 電気 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 建築積算 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 機械積算 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 電気積算 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 調査 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 建築工監 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 電気工監 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 機械工監 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 耐震診断 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 建築 地区計画 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 河川砂防 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 港湾 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 電力土木 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 道路 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 鉄道 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 上水道 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 下水道 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 農業土木 県内
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（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 森林土木 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 水産土木 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 造園 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 都市計画 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 地質 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 土質基礎 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 鋼構造物 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 トンネル 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 施工計画 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 建設環境 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 機械 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 電気電子 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 廃棄物 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 交通量 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 環境調査 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 分析解析 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 宅地造成 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 資料等 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 施工管理 県内

（株）ジャスト 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２丁目４番１号 角田　賢明 土木 交通施設 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 測量 測量一般 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 測量 地図調整 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 測量 航空測量 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 河川砂防 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 港湾 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 道路 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 上水道 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 下水道 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 農業土木 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 森林土木 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 造園 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 都市計画 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 地質 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 土質基礎 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 鋼構造物 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 トンネル 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 施工計画 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 建設環境 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 交通量 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 環境調査 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 分析解析 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 宅地造成 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 資料等 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 施工管理 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 土木 交通施設 県内

（株）十一設研 市原市五井２５３３番地４３ 好井　篤 他 その他 工事積算業務 県内

（株）常葉 八千代市下市場二丁目６番３号 丸山　茂夫 測量 測量一般 県内

（株）常葉 八千代市下市場二丁目６番３号 丸山　茂夫 測量 地図調整 県内

（株）常葉 八千代市下市場二丁目６番３号 丸山　茂夫 測量 航空測量 県内
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（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 建築 建築一般 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 建築 意匠 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 建築 構造 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 建築 調査 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 建築 建築工監 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 建築 耐震診断 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 建築 地区計画 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 土木 都市計画 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 土木 交通量 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 土木 環境調査 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 土木 分析解析 県外

（株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 山崎　修一 土木 交通施設 県外

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 建築一般 県内

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 意匠 県内

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 構造 県内

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 暖冷房 県内

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 衛生 県内

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 電気 県内

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 建築積算 県内

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 機械積算 県内

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 電気積算 県内

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 調査 県内

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 建築工監 県内

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 電気工監 県内

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 機械工監 県内

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 耐震診断 県内

（株）椙山建築都市綜合事務所 千葉市中央区富士見二丁目４番１号 椙山　健治 建築 地区計画 県内

（有）鈴木邦幸不動産鑑定事務所 習志野市本大久保三丁目５番６号 鈴木　邦幸 補償 土地調査 県内

（有）鈴木邦幸不動産鑑定事務所 習志野市本大久保三丁目５番６号 鈴木　邦幸 補償 土地評価 県内

（有）鈴木邦幸不動産鑑定事務所 習志野市本大久保三丁目５番６号 鈴木　邦幸 補償 不動産 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 建築一般 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 意匠 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 構造 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 暖冷房 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 衛生 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 電気 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 建築積算 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 機械積算 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 電気積算 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 調査 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 建築工監 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 電気工監 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 機械工監 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 耐震診断 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 建築 地区計画 県内

（株）鈴木建築設計事務所 松戸市南花島一丁目５番地の１１ 平山　光信 土木 鋼構造物 県内

鈴木測量（株） 千葉市中央区富士見二丁目１９番７号 鈴木　和成 測量 測量一般 県内

鈴木測量（株） 千葉市中央区富士見二丁目１９番７号 鈴木　和成 測量 地図調整 県内

鈴木測量（株） 千葉市中央区富士見二丁目１９番７号 鈴木　和成 測量 航空測量 県内
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鈴木測量（株） 千葉市中央区富士見二丁目１９番７号 鈴木　和成 補償 土地調査 県内

鈴木測量（株） 千葉市中央区富士見二丁目１９番７号 鈴木　和成 補償 土地評価 県内

鈴木測量（株） 千葉市中央区富士見二丁目１９番７号 鈴木　和成 補償 物件 県内

鈴木測量（株） 千葉市中央区富士見二丁目１９番７号 鈴木　和成 補償 機械工作 県内

鈴木測量（株） 千葉市中央区富士見二丁目１９番７号 鈴木　和成 補償 営業補償 県内

鈴木測量（株） 千葉市中央区富士見二丁目１９番７号 鈴木　和成 補償 事業損失 県内

鈴木測量（株） 千葉市中央区富士見二丁目１９番７号 鈴木　和成 補償 補償関連 県内

鈴木測量（株） 千葉市中央区富士見二丁目１９番７号 鈴木　和成 補償 総合補償 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 測量 測量一般 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 測量 地図調整 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 河川砂防 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 港湾 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 電力土木 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 道路 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 農業土木 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 森林土木 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 水産土木 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 造園 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 都市計画 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 地質 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 土質基礎 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 鋼構造物 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 トンネル 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 施工計画 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 電気電子 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 交通量 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 環境調査 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 分析解析 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 資料等 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 施工管理 県内

（株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 北野　和孝 土木 交通施設 県内

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 測量 測量一般 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 測量 地図調整 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 測量 航空測量 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 河川砂防 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 港湾 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 電力土木 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 道路 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 鉄道 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 上水道 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 下水道 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 農業土木 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 森林土木 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 水産土木 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 造園 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 都市計画 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 地質 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 土質基礎 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 鋼構造物 県外
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（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 トンネル 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 施工計画 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 建設環境 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 機械 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 電気電子 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 廃棄物 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 交通量 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 環境調査 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 分析解析 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 宅地造成 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 資料等 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 施工管理 県外

（株）駿府設計 東京都新宿区百人町一丁目１３番１号　ローズベイ新宿ビル 鶴橋　稔 土木 交通施設 県外

正和技術（株） 茂原市西野９番地３ 太田　和雄 土木 地質 県内

正和技術（株） 茂原市西野９番地３ 太田　和雄 土木 土質基礎 県内

正和技術（株） 茂原市西野９番地３ 太田　和雄 地質 地質調査 県内

（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 小林　純子 建築 建築一般 県外

（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 小林　純子 建築 意匠 県外

（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 小林　純子 建築 構造 県外

（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 小林　純子 建築 暖冷房 県外

（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 小林　純子 建築 衛生 県外

（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 小林　純子 建築 電気 県外

（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 小林　純子 建築 建築積算 県外

（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 小林　純子 建築 機械積算 県外

（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 小林　純子 建築 電気積算 県外

（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 小林　純子 建築 建築工監 県外

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 測量 測量一般 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 測量 地図調整 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 建築 建築一般 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 建築 意匠 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 建築 構造 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 建築 調査 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 建築 建築工監 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 建築 耐震診断 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 建築 地区計画 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 河川砂防 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 港湾 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 電力土木 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 道路 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 鉄道 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 上水道 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 下水道 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 農業土木 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 森林土木 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 水産土木 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 造園 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 都市計画 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 地質 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 土質基礎 準市内
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（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 鋼構造物 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 トンネル 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 施工計画 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 建設環境 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 機械 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 電気電子 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 廃棄物 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 交通量 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 環境調査 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 分析解析 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 宅地造成 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 資料等 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 施工管理 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 土木 交通施設 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 地質 地質調査 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 補償 土地調査 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 補償 物件 準市内

（株）セット設計事務所 東京都国分寺市本町二丁目１６番４号 神谷　俊行 補償 事業損失 準市内

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 測量 測量一般 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 河川砂防 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 港湾 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 電力土木 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 道路 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 鉄道 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 上水道 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 下水道 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 農業土木 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 森林土木 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 水産土木 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 造園 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 都市計画 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 地質 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 土質基礎 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 鋼構造物 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 トンネル 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 施工計画 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 建設環境 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 機械 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 電気電子 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 廃棄物 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 交通量 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 環境調査 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 分析解析 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 宅地造成 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 資料等 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 施工管理 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 土木 交通施設 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 補償 土地調査 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 補償 土地評価 県外
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（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 補償 物件 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 補償 機械工作 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 補償 営業補償 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 補償 事業損失 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 補償 補償関連 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 補償 総合補償 県外

（株）セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５番地の１１０ 片山　恭平 他 その他 価格調査 県外

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 測量 測量一般 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 測量 地図調整 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 土木 河川砂防 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 土木 道路 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 土木 鉄道 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 土木 下水道 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 土木 都市計画 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 土木 土質基礎 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 土木 鋼構造物 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 土木 トンネル 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 土木 施工計画 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 土木 建設環境 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 土木 環境調査 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 土木 宅地造成 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 土木 施工管理 県内

（株）セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 須崎　恭弘 土木 交通施設 県内

（株）セレス 我孫子市並木五丁目６番１３号 前田　貢 土木 河川砂防 県内

（株）セレス 我孫子市並木五丁目６番１３号 前田　貢 土木 建設環境 県内

（株）扇伸地質 柏市豊住１丁目１番５号 反田　一典 地質 地質調査 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 建築一般 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 意匠 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 構造 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 暖冷房 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 衛生 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 電気 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 建築積算 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 機械積算 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 電気積算 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 調査 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 建築工監 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 電気工監 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 機械工監 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 耐震診断 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 建築 地区計画 県内

（株）千都建築設計事務所 千葉市美浜区真砂三丁目１番２号千都ビル 山田　雅敏 土木 都市計画 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 測量 測量一般 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 測量 地図調整 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 建築一般 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 意匠 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 構造 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 暖冷房 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 衛生 県内
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セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 電気 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 建築積算 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 機械積算 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 電気積算 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 調査 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 建築工監 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 電気工監 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 機械工監 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 耐震診断 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 建築 地区計画 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 河川砂防 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 港湾 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 道路 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 上水道 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 下水道 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 造園 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 都市計画 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 地質 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 土質基礎 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 鋼構造物 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 トンネル 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 施工計画 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 建設環境 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 交通量 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 環境調査 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 分析解析 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 宅地造成 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 資料等 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 施工管理 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 土木 交通施設 県内

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 木原　一行 地質 地質調査 県内

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 河川砂防 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 港湾 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 電力土木 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 道路 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 鉄道 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 上水道 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 下水道 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 農業土木 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 森林土木 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 水産土木 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 造園 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 都市計画 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 地質 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 土質基礎 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 鋼構造物 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 トンネル 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 施工計画 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 建設環境 県外
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税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 機械 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 電気電子 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 廃棄物 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 交通量 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 環境調査 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 分析解析 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 宅地造成 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 資料等 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 施工管理 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 土木 交通施設 県外

税理士法人エム・エム・アイ 東京都品川区大井一丁目７番６号 高橋　節男 他 その他 公営企業経営戦略ー公営企業料金改定支援ー公営企業消費税申告支援 県外

（株）ゼンリン 福岡県北九州市戸畑区中原新町３番１号 高山　善司 測量 地図調整 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 建築一般 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 意匠 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 構造 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 暖冷房 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 衛生 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 電気 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 建築積算 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 機械積算 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 電気積算 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 調査 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 建築工監 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 電気工監 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 機械工監 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 耐震診断 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 建築 地区計画 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 河川砂防 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 港湾 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 道路 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 上水道 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 下水道 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 農業土木 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 森林土木 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 水産土木 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 造園 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 都市計画 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 地質 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 土質基礎 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 鋼構造物 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 トンネル 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 施工計画 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 建設環境 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 交通量 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 環境調査 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 分析解析 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 宅地造成 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 資料等 県内

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３０番５号 原　澄雄 土木 施工管理 県内
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（株）相建エンジニアリング 神奈川県相模原市南区相模台七丁目１９番１６号 大塚　敏 測量 測量一般 県内

（株）相建エンジニアリング 神奈川県相模原市南区相模台七丁目１９番１６号 大塚　敏 土木 道路 県内

（株）相建エンジニアリング 神奈川県相模原市南区相模台七丁目１９番１６号 大塚　敏 土木 下水道 県内

（株）相建エンジニアリング 神奈川県相模原市南区相模台七丁目１９番１６号 大塚　敏 土木 交通量 県内

（株）相建エンジニアリング 神奈川県相模原市南区相模台七丁目１９番１６号 大塚　敏 土木 宅地造成 県内

（株）相建エンジニアリング 神奈川県相模原市南区相模台七丁目１９番１６号 大塚　敏 土木 資料等 県内

（株）相建エンジニアリング 神奈川県相模原市南区相模台七丁目１９番１６号 大塚　敏 土木 施工管理 県内

（株）相建エンジニアリング 神奈川県相模原市南区相模台七丁目１９番１６号 大塚　敏 土木 交通施設 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 測量 測量一般 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 測量 地図調整 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 測量 航空測量 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 河川砂防 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 港湾 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 道路 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 鉄道 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 上水道 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 下水道 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 農業土木 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 森林土木 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 水産土木 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 都市計画 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 地質 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 土質基礎 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 鋼構造物 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 トンネル 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 施工計画 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 交通量 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 環境調査 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 分析解析 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 宅地造成 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 資料等 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 施工管理 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 土木 交通施設 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 地質 地質調査 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 補償 土地調査 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 補償 土地評価 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 補償 物件 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 補償 機械工作 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 補償 営業補償 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 補償 事業損失 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 補償 補償関連 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 補償 総合補償 県内

（株）総合開発 成田市三里塚光ケ丘１番地１３７２ 都祭　正尚 他 その他 土地家屋調査士業務 県内

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 土木 地質 県外

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 土木 土質基礎 県外

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 土木 建設環境 県外

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 土木 環境調査 県外

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 土木 分析解析 県外

（株）総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居一丁目１３番２号 石渡　壮 他 その他 環境計量証明業 県外
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（株）総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋四丁目９番４号 木村　弘 建築 建築一般 県外

（株）総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋四丁目９番４号 木村　弘 建築 意匠 県外

（株）総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋四丁目９番４号 木村　弘 建築 建築工監 県外

（株）総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋四丁目９番４号 木村　弘 建築 地区計画 県外

（株）総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋四丁目９番４号 木村　弘 土木 造園 県外

（株）総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋四丁目９番４号 木村　弘 土木 都市計画 県外

（株）総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋四丁目９番４号 木村　弘 土木 交通量 県外

（株）総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋四丁目９番４号 木村　弘 土木 環境調査 県外

（株）総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋四丁目９番４号 木村　弘 土木 資料等 県外

（株）総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋四丁目９番４号 木村　弘 土木 施工管理 県外

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 建築一般 県内

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 意匠 県内

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 構造 県内

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 暖冷房 県内

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 衛生 県内

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 電気 県内

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 建築積算 県内

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 機械積算 県内

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 電気積算 県内

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 調査 県内

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 建築工監 県内

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 電気工監 県内

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 機械工監 県内

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 耐震診断 県内

（株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 平野　尚久 建築 地区計画 県内

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 建築一般 県外

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 意匠 県外

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 構造 県外

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 暖冷房 県外

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 衛生 県外

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 電気 県外

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 建築積算 県外

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 機械積算 県外

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 電気積算 県外

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 調査 県外

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 建築工監 県外

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 電気工監 県外

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 機械工監 県外

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 耐震診断 県外

（株）創和三幸設計 神奈川県横浜市中区日本大通６０番地 丸地　博 建築 地区計画 県外

（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 建築一般 県内

（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 意匠 県内

（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 構造 県内

（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 暖冷房 県内

（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 衛生 県内

（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 電気 県内

（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 建築積算 県内

（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 機械積算 県内

（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 電気積算 県内
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（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 調査 県内

（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 建築工監 県内

（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 電気工監 県内

（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 機械工監 県内

（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 耐震診断 県内

（有）創和設備設計 千葉市中央区港町１６番地４　ヤマサンミナトタテモノ２０１号室 藤井　靖久 建築 地区計画 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 測量 測量一般 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 測量 地図調整 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 土木 河川砂防 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 土木 港湾 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 土木 道路 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 土木 上水道 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 土木 下水道 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 土木 農業土木 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 土木 森林土木 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 土木 水産土木 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 土木 都市計画 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 土木 交通量 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 土木 宅地造成 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 土木 資料等 県内

（株）測地開発コンサルタント 千葉市中央区塩田町８２６番地６ 加藤　修男 土木 交通施設 県内

袖ケ浦市測量設計業（協） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 測量 測量一般 市内

袖ケ浦市測量設計業（協） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 測量 地図調整 市内

袖ケ浦市測量設計業（協） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 測量 航空測量 市内

袖ケ浦市測量設計業（協） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 土木 農業土木 市内

袖ケ浦市測量設計業（協） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 土木 交通量 市内

袖ケ浦市測量設計業（協） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 補償 土地調査 市内

袖ケ浦市測量設計業（協） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 補償 土地評価 市内

袖ケ浦市測量設計業（協） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 補償 物件 市内

袖ケ浦市測量設計業（協） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 補償 機械工作 市内

袖ケ浦市測量設計業（協） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 補償 営業補償 市内

袖ケ浦市測量設計業（協） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 補償 事業損失 市内

袖ケ浦市測量設計業（協） 袖ケ浦市神納二丁目１６番地４ 篠田　達二 補償 補償関連 市内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 測量 測量一般 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 測量 地図調整 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 測量 航空測量 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 建築 意匠 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 建築 構造 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 建築 暖冷房 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 建築 衛生 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 建築 電気 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 建築 建築積算 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 建築 機械積算 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 建築 電気積算 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 建築 調査 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 建築 建築工監 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 建築 電気工監 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 建築 機械工監 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 建築 耐震診断 県内
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（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 建築 地区計画 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 河川砂防 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 港湾 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 電力土木 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 道路 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 鉄道 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 上水道 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 下水道 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 農業土木 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 森林土木 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 水産土木 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 造園 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 都市計画 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 地質 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 土質基礎 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 鋼構造物 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 トンネル 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 施工計画 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 建設環境 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 機械 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 電気電子 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 廃棄物 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 交通量 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 環境調査 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 分析解析 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 宅地造成 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 資料等 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 施工管理 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 土木 交通施設 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 地質 地質調査 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 補償 土地調査 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 補償 土地評価 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 補償 物件 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 補償 機械工作 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 補償 営業補償 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 補償 事業損失 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 補償 補償関連 県内

（株）大賀 成田市所８８４番地１１ 片野　百合子 補償 総合補償 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 測量 測量一般 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 測量 地図調整 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 測量 航空測量 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 建築 建築一般 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 建築 意匠 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 建築 構造 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 建築 調査 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 建築 耐震診断 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 建築 地区計画 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 河川砂防 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 港湾 県内
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（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 道路 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 鉄道 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 上水道 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 下水道 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 農業土木 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 森林土木 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 造園 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 都市計画 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 地質 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 土質基礎 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 鋼構造物 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 トンネル 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 施工計画 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 建設環境 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 廃棄物 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 交通量 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 環境調査 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 分析解析 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 宅地造成 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 資料等 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 土木 交通施設 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 地質 地質調査 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 補償 土地調査 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 補償 土地評価 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 補償 物件 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 補償 機械工作 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 補償 営業補償 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 補償 事業損失 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 補償 補償関連 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 補償 総合補償 県内

（株）大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 冨所　三千男 他 その他 住居表示整備業務、町名地番整理業務 県内

タイタイスタジオ 千葉市稲毛区園生町１２２３番地１　稲毛パークハウスＡ棟１１１号 若林　秀和 建築 建築一般 県内

タイタイスタジオ 千葉市稲毛区園生町１２２３番地１　稲毛パークハウスＡ棟１１１号 若林　秀和 建築 意匠 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 測量 測量一般 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 測量 地図調整 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 測量 航空測量 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 河川砂防 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 港湾 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 電力土木 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 道路 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 上水道 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 下水道 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 農業土木 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 森林土木 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 水産土木 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 造園 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 都市計画 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 地質 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 土質基礎 県内
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太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 鋼構造物 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 トンネル 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 施工計画 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 建設環境 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 廃棄物 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 交通量 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 環境調査 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 分析解析 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 宅地造成 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 資料等 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 施工管理 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 土木 交通施設 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 地質 地質調査 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 補償 土地調査 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 補償 土地評価 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 補償 物件 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 補償 機械工作 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 補償 営業補償 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 補償 事業損失 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 補償 補償関連 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 補償 不動産 県内

太洋エンジニアリング（株） 奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 池上　博明 他 その他 資材価格調査、施工歩掛調査、市場単価調査、資機材等価格調査 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 測量 測量一般 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 測量 地図調整 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 測量 航空測量 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 河川砂防 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 港湾 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 道路 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 上水道 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 下水道 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 農業土木 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 森林土木 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 水産土木 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 造園 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 都市計画 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 地質 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 土質基礎 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 鋼構造物 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 トンネル 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 施工計画 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 建設環境 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 交通量 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 環境調査 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 分析解析 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 宅地造成 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 資料等 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 施工管理 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 土木 交通施設 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 地質 地質調査 県内
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高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 補償 土地調査 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 補償 土地評価 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 補償 物件 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 補償 機械工作 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 補償 営業補償 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 補償 事業損失 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 補償 補償関連 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 補償 総合補償 県内

高木測量（株） 成田市並木町８５番地 津嶋　忠男 他 その他 土地家屋調査 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 測量 測量一般 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 建築 建築一般 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 建築 構造 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 建築 調査 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 建築 建築工監 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 河川砂防 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 港湾 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 道路 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 鉄道 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 上水道 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 下水道 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 農業土木 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 造園 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 都市計画 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 地質 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 土質基礎 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 鋼構造物 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 トンネル 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 施工計画 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 建設環境 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 電気電子 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 交通量 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 環境調査 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 分析解析 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 宅地造成 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 資料等 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 施工管理 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 土木 交通施設 県内

（株）高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 遊佐　浩幸 地質 地質調査 県内

（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 建築一般 県内

（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 意匠 県内

（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 構造 県内

（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 暖冷房 県内

（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 衛生 県内

（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 電気 県内

（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 建築積算 県内

（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 機械積算 県内

（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 電気積算 県内

（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 調査 県内

（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 建築工監 県内
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（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 電気工監 県内

（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 機械工監 県内

（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 耐震診断 県内

（株）竹江設計事務所 鎌ヶ谷市西佐津間一丁目１８番１号 竹江　文章 建築 地区計画 県内

（株）竹ケ原博邦・陽子不動産鑑定 茂原市町保１１番地１４９ 竹ケ原　博邦 補償 土地調査 県内

（株）竹ケ原博邦・陽子不動産鑑定 茂原市町保１１番地１４９ 竹ケ原　博邦 補償 土地評価 県内

（株）竹ケ原博邦・陽子不動産鑑定 茂原市町保１１番地１４９ 竹ケ原　博邦 補償 不動産 県内

玉谷不動産鑑定事務所 千葉市中央区松波３丁目２０番１２号 玉谷　昌弘 補償 土地評価 県内

玉谷不動産鑑定事務所 千葉市中央区松波３丁目２０番１２号 玉谷　昌弘 補償 不動産 県内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 測量 測量一般 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 測量 地図調整 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 測量 航空測量 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 土木 河川砂防 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 土木 港湾 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 土木 道路 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 土木 上水道 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 土木 下水道 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 土木 都市計画 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 土木 建設環境 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 土木 交通量 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 土木 環境調査 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 土木 分析解析 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 土木 資料等 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 補償 土地調査 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 補償 物件 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 補償 営業補償 準市内

第一航業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号 曽野　哲人 補償 補償関連 準市内

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 測量 測量一般 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 測量 地図調整 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 測量 航空測量 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 建築 建築一般 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 河川砂防 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 港湾 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 電力土木 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 道路 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 鉄道 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 上水道 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 下水道 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 農業土木 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 森林土木 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 水産土木 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 造園 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 都市計画 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 地質 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 土質基礎 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 鋼構造物 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 トンネル 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 施工計画 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 建設環境 県外
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第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 機械 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 電気電子 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 廃棄物 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 交通量 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 環境調査 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 分析解析 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 宅地造成 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 資料等 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 施工管理 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 土木 交通施設 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 地質 地質調査 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 補償 土地調査 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 補償 土地評価 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 補償 物件 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 補償 機械工作 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 補償 営業補償 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 補償 事業損失 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 補償 補償関連 県外

第一復建（株） 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 藤山　勤 補償 総合補償 県外

（株）ダイエーコンサルタンツ 東京都港区新橋六丁目４番９号 原島　滋 測量 測量一般 県内

（株）ダイエーコンサルタンツ 東京都港区新橋六丁目４番９号 原島　滋 土木 道路 県内

（株）ダイエーコンサルタンツ 東京都港区新橋六丁目４番９号 原島　滋 土木 地質 県内

（株）ダイエーコンサルタンツ 東京都港区新橋六丁目４番９号 原島　滋 土木 土質基礎 県内

（株）ダイエーコンサルタンツ 東京都港区新橋六丁目４番９号 原島　滋 土木 建設環境 県内

（株）ダイエーコンサルタンツ 東京都港区新橋六丁目４番９号 原島　滋 地質 地質調査 県内

（株）ダイエーコンサルタンツ 東京都港区新橋六丁目４番９号 原島　滋 補償 土地調査 県内

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 測量 測量一般 県内

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 建築一般 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 意匠 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 構造 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 暖冷房 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 衛生 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 電気 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 建築積算 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 機械積算 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 電気積算 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 調査 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 建築工監 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 電気工監 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 機械工監 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 耐震診断 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 建築 地区計画 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 土木 都市計画 県外

（株）大建設計 東京都品川区東五反田５丁目１０番８号 菅野　尚教 土木 鋼構造物 県外

大東建託（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 小林　克満 建築 建築一般 県外

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 測量 測量一般 県外

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 測量 地図調整 県外

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 測量 航空測量 県外

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 土木 道路 県外
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大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 土木 都市計画 県外

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 土木 交通量 県外

大同情報技術（株） 東京都杉並区和田三丁目５４番５号 山田　洋 土木 資料等 県外

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 測量 測量一般 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 測量 地図調整 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 測量 航空測量 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 建築 建築一般 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 建築 意匠 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 建築 構造 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 建築 調査 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 建築 耐震診断 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 建築 地区計画 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 河川砂防 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 港湾 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 電力土木 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 道路 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 鉄道 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 上水道 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 下水道 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 農業土木 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 森林土木 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 水産土木 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 造園 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 都市計画 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 地質 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 土質基礎 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 鋼構造物 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 トンネル 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 施工計画 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 建設環境 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 機械 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 電気電子 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 廃棄物 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 交通量 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 環境調査 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 分析解析 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 宅地造成 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 資料等 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 施工管理 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 土木 交通施設 県内

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００番地 楠本　良徳 地質 地質調査 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 測量 測量一般 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 測量 地図調整 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 測量 航空測量 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 河川砂防 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 港湾 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 電力土木 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 道路 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 鉄道 県内
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（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 上水道 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 下水道 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 農業土木 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 森林土木 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 水産土木 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 造園 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 都市計画 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 地質 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 土質基礎 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 鋼構造物 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 トンネル 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 施工計画 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 建設環境 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 機械 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 電気電子 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 廃棄物 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 交通量 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 環境調査 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 分析解析 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 宅地造成 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 資料等 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 施工管理 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 土木 交通施設 県内

（株）ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００番地 野口　泰彦 地質 地質調査 県内

（株）ダイワ 神奈川県平塚市東豊田３６９番地 山本　哲也 他 その他 計量証明事業 県内

大和測量（株） 東京都渋谷区初台一丁目８番６号 小又　啓攝 測量 測量一般 県外

大和測量（株） 東京都渋谷区初台一丁目８番６号 小又　啓攝 土木 都市計画 県外

大和測量（株） 東京都渋谷区初台一丁目８番６号 小又　啓攝 補償 物件 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 測量 測量一般 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 測量 地図調整 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 土木 河川砂防 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 土木 港湾 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 土木 道路 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 土木 鉄道 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 土木 上水道 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 土木 下水道 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 土木 都市計画 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 土木 地質 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 土木 土質基礎 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 土木 鋼構造物 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 土木 トンネル 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 土木 環境調査 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 土木 分析解析 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 地質 地質調査 県外

大和探査技術（株） 東京都江東区東陽五丁目１０番４号 長谷川　俊彦 他 その他 地歴調査 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 建築 建築一般 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 建築 意匠 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 建築 建築積算 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 建築 調査 県外
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大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 建築 地区計画 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 土木 都市計画 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 土木 環境調査 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 補償 土地調査 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 補償 土地評価 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 補償 不動産 県外

大和不動産鑑定（株） 大阪府大阪市西区西本町一丁目４番１号 波多江　裕之 他 その他 土壌汚染状況調査-環境アセスメント調査等 県外

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 建築 建築一般 県内

（株）地域環境計画 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 高塚　敏 土木 河川砂防 県外

（株）地域環境計画 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 高塚　敏 土木 農業土木 県外

（株）地域環境計画 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 高塚　敏 土木 森林土木 県外

（株）地域環境計画 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 高塚　敏 土木 造園 県外

（株）地域環境計画 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 高塚　敏 土木 都市計画 県外

（株）地域環境計画 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 高塚　敏 土木 建設環境 県外

（株）地域環境計画 東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル 高塚　敏 土木 環境調査 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 測量 測量一般 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 測量 地図調整 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 測量 航空測量 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 河川砂防 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 港湾 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 電力土木 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 道路 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 鉄道 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 上水道 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 下水道 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 農業土木 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 森林土木 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 水産土木 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 造園 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 都市計画 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 地質 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 土質基礎 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 鋼構造物 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 トンネル 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 施工計画 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 建設環境 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 機械 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 電気電子 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 廃棄物 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 交通量 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 環境調査 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 分析解析 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 宅地造成 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 資料等 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 施工管理 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 土木 交通施設 県外

（株）地域総合計画 長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 野平　芳一 他 その他 交通量推計ー観光・福祉計画ー環境計画 県外

（株）地下調査工業 千葉市若葉区桜木北一丁目３番３４号 鈴木　学 土木 地質 県内

（株）地下調査工業 千葉市若葉区桜木北一丁目３番３４号 鈴木　学 土木 土質基礎 県内
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（株）地下調査工業 千葉市若葉区桜木北一丁目３番３４号 鈴木　学 地質 地質調査 県内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 測量 測量一般 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 河川砂防 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 港湾 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 道路 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 上水道 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 下水道 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 農業土木 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 森林土木 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 造園 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 都市計画 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 地質 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 土質基礎 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 鋼構造物 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 施工計画 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 建設環境 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 交通量 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 環境調査 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 分析解析 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 宅地造成 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 資料等 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 施工管理 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 土木 交通施設 準市内

千鉱エンジニアリング（株） 千葉市中央区中央四丁目１２番１２号 中村　雄兒 地質 地質調査 準市内

（株）地質士 館山市笠名１０８３番地の５ 菊地　裕美 測量 測量一般 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 建築一般 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 意匠 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 構造 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 暖冷房 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 衛生 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 電気 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 建築積算 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 機械積算 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 電気積算 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 調査 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 建築工監 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 電気工監 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 機械工監 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 耐震診断 県内

（株）千町村建築研究所 千葉市中央区新宿一丁目２番３号 永堀　君男 建築 地区計画 県内

（株）千葉エレク 千葉市若葉区千城台東二丁目３９番１号９１０号室 越智　洋介 他 その他 テレビ電波障害調査-地上デジタル放送受信調査 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 測量 測量一般 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 河川砂防 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 港湾 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 電力土木 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 道路 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 鉄道 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 上水道 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 下水道 県内
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千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 農業土木 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 森林土木 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 水産土木 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 都市計画 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 地質 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 土質基礎 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 鋼構造物 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 トンネル 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 建設環境 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 環境調査 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 分析解析 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 宅地造成 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 土木 資料等 県内

千葉エンジニアリング（株） 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目１番３１号 番場　弘和 地質 地質調査 県内

（株）ちばぎん総合研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２ 前田　栄治 他 その他 経営総合診断ーシステム業務支援等 県内

（一財）千葉県環境財団 千葉市中央区中央港一丁目１１番１号 葉岡部　循一 測量 測量一般 県内

（一財）千葉県環境財団 千葉市中央区中央港一丁目１１番１号 葉岡部　循一 土木 地質 県内

（一財）千葉県環境財団 千葉市中央区中央港一丁目１１番１号 葉岡部　循一 土木 土質基礎 県内

（一財）千葉県環境財団 千葉市中央区中央港一丁目１１番１号 葉岡部　循一 土木 建設環境 県内

（一財）千葉県環境財団 千葉市中央区中央港一丁目１１番１号 葉岡部　循一 土木 廃棄物 県内

（一財）千葉県環境財団 千葉市中央区中央港一丁目１１番１号 葉岡部　循一 土木 交通量 県内

（一財）千葉県環境財団 千葉市中央区中央港一丁目１１番１号 葉岡部　循一 土木 環境調査 県内

（一財）千葉県環境財団 千葉市中央区中央港一丁目１１番１号 葉岡部　循一 土木 分析解析 県内

（一財）千葉県環境財団 千葉市中央区中央港一丁目１１番１号 葉岡部　循一 地質 地質調査 県内

（一財）千葉県環境財団 千葉市中央区中央港一丁目１１番１号 葉岡部　循一 他 その他 水質分析-土壌分析-大気調査-放射線量等測定検査-環境アセス-環境監視測定局保守管理 県内

（公社）千葉県公共嘱託登記司法書士協会 千葉市美浜区幸町二丁目２番１号 君野　大進 他 その他 司法書士 県内

（公社）千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 千葉市中央区中央港一丁目２３番２５号 内山　一哉 他 その他 土地家屋調査士業務 県内

千葉県森林組合 千葉市中央区長洲一丁目１５番７号 本吉　久雄 土木 森林土木 準市内

千葉県森林組合 千葉市中央区長洲一丁目１５番７号 本吉　久雄 土木 都市計画 準市内

千葉県森林組合 千葉市中央区長洲一丁目１５番７号 本吉　久雄 他 その他 森林・林業に関すること 準市内

（一財）千葉県薬剤師会検査センター 千葉市中央区中央港一丁目１２番１１号 水野　喜一郎 土木 環境調査 県内

（株）千葉四門 千葉市中央区新宿２丁目１番２０号　結城野ビル２ 田上　敏也 測量 測量一般 県内

（株）千葉四門 千葉市中央区新宿２丁目１番２０号　結城野ビル２ 田上　敏也 測量 地図調整 県内

（株）千葉四門 千葉市中央区新宿２丁目１番２０号　結城野ビル２ 田上　敏也 測量 航空測量 県内

（株）千葉四門 千葉市中央区新宿２丁目１番２０号　結城野ビル２ 田上　敏也 補償 土地調査 県内

（株）千葉四門 千葉市中央区新宿２丁目１番２０号　結城野ビル２ 田上　敏也 補償 土地評価 県内

（株）千葉四門 千葉市中央区新宿２丁目１番２０号　結城野ビル２ 田上　敏也 補償 物件 県内

（株）千葉四門 千葉市中央区新宿２丁目１番２０号　結城野ビル２ 田上　敏也 補償 機械工作 県内

（株）千葉四門 千葉市中央区新宿２丁目１番２０号　結城野ビル２ 田上　敏也 補償 営業補償 県内

（株）千葉四門 千葉市中央区新宿２丁目１番２０号　結城野ビル２ 田上　敏也 補償 事業損失 県内

（株）千葉四門 千葉市中央区新宿２丁目１番２０号　結城野ビル２ 田上　敏也 補償 補償関連 県内

（株）千葉四門 千葉市中央区新宿２丁目１番２０号　結城野ビル２ 田上　敏也 補償 総合補償 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 測量 測量一般 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 測量 地図調整 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 測量 航空測量 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 河川砂防 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 港湾 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 道路 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 鉄道 県内
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千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 上水道 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 下水道 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 農業土木 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 森林土木 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 水産土木 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 造園 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 都市計画 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 地質 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 土質基礎 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 鋼構造物 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 トンネル 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 施工計画 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 建設環境 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 交通量 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 環境調査 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 分析解析 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 宅地造成 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 資料等 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 施工管理 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 土木 交通施設 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 補償 土地調査 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 補償 土地評価 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 補償 物件 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 補償 機械工作 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 補償 営業補償 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 補償 事業損失 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 補償 補償関連 県内

千葉セントラル測量（株） 東金市田間７９２番地 蕨　和明 補償 総合補償 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 建築一般 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 意匠 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 構造 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 暖冷房 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 衛生 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 電気 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 建築積算 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 機械積算 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 電気積算 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 調査 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 建築工監 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 電気工監 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 機械工監 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 耐震診断 県内

（株）千葉土屋建築研究所 千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張 土屋　正 建築 地区計画 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 測量 測量一般 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 測量 地図調整 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 測量 航空測量 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 建築 建築一般 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 建築 意匠 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 建築 建築積算 県内
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（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 建築 調査 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 建築 建築工監 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 建築 耐震診断 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 土木 河川砂防 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 土木 港湾 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 土木 道路 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 土木 上水道 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 土木 下水道 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 土木 農業土木 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 土木 森林土木 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 土木 造園 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 土木 都市計画 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 土木 土質基礎 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 土木 施工計画 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 土木 建設環境 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 土木 交通量 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 土木 環境調査 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 補償 土地調査 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 補償 土地評価 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 補償 物件 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 補償 機械工作 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 補償 営業補償 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 補償 事業損失 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 補償 補償関連 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 補償 総合補償 県内

（株）ちばとち 千葉市中央区登戸一丁目２３番１６号　 鴇田　真吾 他 その他 土地区画整理業務 県内

千葉土質調査（株） 千葉市若葉区みつわ台三丁目２９番４号 多田　勝則 土木 地質 県内

千葉土質調査（株） 千葉市若葉区みつわ台三丁目２９番４号 多田　勝則 土木 土質基礎 県内

千葉土質調査（株） 千葉市若葉区みつわ台三丁目２９番４号 多田　勝則 地質 地質調査 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 測量 測量一般 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 測量 地図調整 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 測量 航空測量 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 建築 建築一般 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 建築 意匠 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 建築 構造 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 建築 建築積算 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 建築 調査 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 建築 耐震診断 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 建築 地区計画 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 河川砂防 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 港湾 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 道路 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 下水道 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 農業土木 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 都市計画 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 地質 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 土質基礎 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 鋼構造物 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 トンネル 県内
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中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 建設環境 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 交通量 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 環境調査 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 分析解析 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 宅地造成 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 資料等 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 土木 交通施設 県内

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 田中　誠 地質 地質調査 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 測量 測量一般 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 測量 地図調整 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 測量 航空測量 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 建築一般 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 意匠 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 構造 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 暖冷房 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 衛生 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 電気 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 建築積算 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 機械積算 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 電気積算 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 調査 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 建築工監 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 電気工監 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 機械工監 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 耐震診断 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 建築 地区計画 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 河川砂防 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 港湾 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 電力土木 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 道路 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 鉄道 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 上水道 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 下水道 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 農業土木 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 森林土木 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 水産土木 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 造園 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 都市計画 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 地質 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 土質基礎 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 鋼構造物 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 トンネル 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 施工計画 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 建設環境 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 機械 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 電気電子 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 廃棄物 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 交通量 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 環境調査 県内
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（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 分析解析 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 宅地造成 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 資料等 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 施工管理 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 土木 交通施設 県内

（株）中央技術コンサルタンツ 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号 甲斐　琴子 地質 地質調査 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 測量 測量一般 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 測量 地図調整 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 測量 航空測量 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 建築 調査 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 建築 耐震診断 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 建築 地区計画 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 河川砂防 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 港湾 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 電力土木 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 道路 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 鉄道 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 上水道 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 下水道 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 農業土木 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 森林土木 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 水産土木 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 造園 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 都市計画 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 地質 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 土質基礎 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 鋼構造物 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 トンネル 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 施工計画 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 建設環境 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 機械 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 電気電子 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 廃棄物 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 交通量 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 環境調査 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 分析解析 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 宅地造成 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 資料等 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 施工管理 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 土木 交通施設 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 地質 地質調査 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 補償 土地調査 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 補償 土地評価 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 補償 物件 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 補償 機械工作 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 補償 営業補償 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 補償 事業損失 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 補償 補償関連 県内

（株）中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１番地 根岸　政夫 補償 総合補償 県内
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中央航業（株） 埼玉県上尾市大字地頭方３３２番地７ 小池　盛文 測量 測量一般 県外

中央航業（株） 埼玉県上尾市大字地頭方３３２番地７ 小池　盛文 測量 地図調整 県外

中央航業（株） 埼玉県上尾市大字地頭方３３２番地７ 小池　盛文 測量 航空測量 県外

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 測量 測量一般 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 建築 建築一般 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 河川砂防 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 港湾 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 道路 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 鉄道 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 上水道 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 下水道 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 農業土木 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 造園 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 都市計画 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 地質 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 土質基礎 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 鋼構造物 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 トンネル 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 施工計画 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 建設環境 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 電気電子 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 交通量 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 環境調査 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 分析解析 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 宅地造成 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 土木 交通施設 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 地質 地質調査 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 補償 土地調査 県内

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２２番１号 藤本　博史 補償 物件 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 測量 測量一般 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 建築一般 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 意匠 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 構造 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 暖冷房 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 衛生 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 電気 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 建築積算 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 機械積算 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 電気積算 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 調査 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 建築工監 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 電気工監 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 機械工監 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 耐震診断 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 建築 地区計画 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 道路 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 上水道 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 下水道 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 都市計画 県内
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（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 地質 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 土質基礎 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 鋼構造物 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 機械 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 電気電子 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 廃棄物 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 環境調査 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 分析解析 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 宅地造成 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 資料等 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 土木 施工管理 県内

（株）中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 笠松　英昭 地質 地質調査 県内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 測量 測量一般 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 測量 地図調整 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 測量 航空測量 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 土木 河川砂防 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 土木 港湾 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 土木 道路 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 土木 上水道 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 土木 下水道 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 土木 農業土木 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 土木 森林土木 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 土木 水産土木 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 土木 交通量 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 土木 宅地造成 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 補償 土地調査 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 補償 物件 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 補償 機械工作 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 補償 営業補償 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 補償 事業損失 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 補償 補償関連 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 補償 総合補償 市内

（株）中央測量設計 君津市大和田五丁目３番地２ 高橋　富雄 他 その他 土地家屋調査士業務 市内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 測量 測量一般 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 建築一般 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 意匠 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 構造 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 暖冷房 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 衛生 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 電気 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 建築積算 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 機械積算 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 電気積算 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 調査 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 建築工監 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 電気工監 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 機械工監 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 耐震診断 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 建築 地区計画 県内
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中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 河川砂防 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 港湾 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 電力土木 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 道路 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 鉄道 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 上水道 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 下水道 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 農業土木 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 森林土木 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 水産土木 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 造園 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 都市計画 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 地質 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 土質基礎 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 鋼構造物 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 トンネル 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 施工計画 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 建設環境 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 機械 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 電気電子 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 廃棄物 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 交通量 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 環境調査 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 分析解析 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 宅地造成 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 資料等 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 施工管理 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 土木 交通施設 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 地質 地質調査 県内

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９番１２号 福馬　聡之 他 その他 計量証明事業-研究開発・受託支援 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 土木 土質基礎 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 土木 鋼構造物 県内

（株）中研コンサルタント 大阪府大阪市大正区南恩加島七丁目１番３４号 山田　浩司 地質 地質調査 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 測量 測量一般 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 測量 航空測量 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 建築一般 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 意匠 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 構造 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 暖冷房 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 衛生 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 電気 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 建築積算 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 機械積算 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 電気積算 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 調査 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 建築工監 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 電気工監 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 機械工監 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 耐震診断 県内
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（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 建築 地区計画 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 河川砂防 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 港湾 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 電力土木 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 道路 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 鉄道 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 上水道 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 下水道 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 農業土木 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 森林土木 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 水産土木 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 造園 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 都市計画 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 地質 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 土質基礎 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 鋼構造物 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 トンネル 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 施工計画 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 建設環境 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 電気電子 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 廃棄物 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 交通量 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 環境調査 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 分析解析 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 宅地造成 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 資料等 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 施工管理 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 土木 交通施設 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 地質 地質調査 県内

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 野本　昌弘 他 その他 情報サービスーPPP/PFI 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 測量 測量一般 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 建築 意匠 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 建築 構造 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 建築 地区計画 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 河川砂防 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 道路 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 鉄道 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 上水道 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 下水道 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 農業土木 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 造園 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 都市計画 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 地質 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 土質基礎 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 鋼構造物 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 トンネル 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 施工計画 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 建設環境 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 交通量 県内
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（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 環境調査 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 分析解析 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 宅地造成 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 資料等 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 施工管理 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 土木 交通施設 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 地質 地質調査 県内

（株）千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 補償 土地調査 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 建築一般 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 意匠 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 構造 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 暖冷房 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 衛生 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 電気 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 建築積算 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 機械積算 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 電気積算 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 調査 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 建築工監 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 電気工監 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 機械工監 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 耐震診断 県内

つくば建築設計事務所（株） 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 鯉沼　英子 建築 地区計画 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 測量 測量一般 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 測量 地図調整 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 測量 航空測量 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 河川砂防 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 道路 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 上水道 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 下水道 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 農業土木 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 森林土木 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 水産土木 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 造園 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 都市計画 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 地質 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 土質基礎 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 鋼構造物 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 トンネル 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 施工計画 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 建設環境 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 交通量 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 環境調査 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 分析解析 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 宅地造成 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 資料等 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 施工管理 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 土木 交通施設 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 地質 地質調査 県内
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（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 補償 土地調査 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 補償 物件 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 補償 機械工作 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 補償 営業補償 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 補償 事業損失 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 補償 補償関連 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 補償 総合補償 県内

（株）つくも 大網白里市大網６５２番地３ 中嶋　陽 他 その他 土地家屋調査業務 県内

対馬基礎開発（株） 千葉市中央区祐光四丁目２６番５号 対馬　誠一 地質 地質調査 県内

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 建築一般 県外

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 意匠 県外

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 構造 県外

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 暖冷房 県外

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 衛生 県外

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 電気 県外

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 建築積算 県外

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 機械積算 県外

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 電気積算 県外

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 調査 県外

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 建築工監 県外

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 電気工監 県外

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 機械工監 県外

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 耐震診断 県外

（株）土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 土屋　正 建築 地区計画 県外

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 建築 建築一般 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 建築 意匠 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 建築 構造 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 建築 建築積算 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 建築 調査 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 建築 建築工監 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 建築 耐震診断 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 建築 地区計画 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 河川砂防 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 港湾 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 道路 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 上水道 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 下水道 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 農業土木 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 森林土木 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 造園 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 都市計画 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 地質 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 土質基礎 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 鋼構造物 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 トンネル 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 施工計画 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 建設環境 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 交通量 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 環境調査 市内
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（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 分析解析 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 宅地造成 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 資料等 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 施工管理 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 土木 交通施設 市内

（株）椿コンサルタント 木更津市畑沢南一丁目７番１０号 椿原　聖康 地質 地質調査 市内

ティーアール・コンサルタント（株） 埼玉県鴻巣市上谷１４５６番地 二木　隆 測量 測量一般 県内

ティーアール・コンサルタント（株） 埼玉県鴻巣市上谷１４５６番地 二木　隆 土木 道路 県内

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 測量 測量一般 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 河川砂防 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 港湾 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 電力土木 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 道路 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 鉄道 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 上水道 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 下水道 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 農業土木 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 森林土木 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 水産土木 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 造園 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 都市計画 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 地質 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 土質基礎 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 鋼構造物 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 トンネル 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 施工計画 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 建設環境 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 交通量 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 資料等 県外

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０番地１０ 木本　泰樹 土木 施工管理 県外

（有）ティ・エヌケミスト 柏市高田１１１４番地５ 奈部川　英則 土木 環境調査 県内

（有）ティ・エヌケミスト 柏市高田１１１４番地５ 奈部川　英則 土木 分析解析 県内

（有）ティ・エヌケミスト 柏市高田１１１４番地５ 奈部川　英則 他 その他 土壌調査‐水質検査 県内

（有）テクノ測地 富津市富津１９０９番地 大胡　均 測量 測量一般 市内

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 測量 測量一般 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 測量 地図調整 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 測量 航空測量 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 建築一般 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 意匠 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 構造 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 暖冷房 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 衛生 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 電気 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 建築積算 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 機械積算 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 電気積算 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 調査 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 建築工監 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 電気工監 県外
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（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 機械工監 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 耐震診断 県外

（株）テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木六丁目１０番１号 関和　達也 建築 地区計画 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 建築一般 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 意匠 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 構造 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 暖冷房 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 衛生 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 電気 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 建築積算 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 機械積算 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 電気積算 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 調査 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 建築工監 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 電気工監 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 機械工監 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 耐震診断 県外

（株）手島建築設計事務所 東京都港区芝一丁目１３番１６号 手島　誠 建築 地区計画 県外

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 建築一般 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 意匠 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 構造 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 暖冷房 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 衛生 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 電気 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 建築積算 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 機械積算 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 電気積算 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 調査 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 建築工監 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 電気工監 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 機械工監 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 耐震診断 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 建築 地区計画 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 河川砂防 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 港湾 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 電力土木 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 道路 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 鉄道 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 上水道 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 下水道 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 農業土木 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 森林土木 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 水産土木 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 造園 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 都市計画 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 地質 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 土質基礎 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 鋼構造物 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 トンネル 県内
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（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 施工計画 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 建設環境 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 機械 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 電気電子 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 廃棄物 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 交通量 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 環境調査 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 分析解析 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 宅地造成 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 資料等 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 施工管理 県内

（株）テレウス 松戸市岩瀬１５３番地の１　アセッツ松戸１０２号 木戸　司 土木 交通施設 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 測量 測量一般 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 土木 河川砂防 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 土木 港湾 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 土木 道路 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 土木 上水道 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 土木 下水道 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 土木 農業土木 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 土木 森林土木 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 土木 水産土木 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 土木 造園 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 土木 都市計画 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 土木 建設環境 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 土木 廃棄物 県内

（株）データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 広島　基 土木 施工管理 県内

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 近藤　忠登史 他 その他 防災行政無線等調査設計 県外

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 測量 測量一般 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 測量 地図調整 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 河川砂防 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 港湾 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 電力土木 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 道路 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 上水道 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 下水道 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 農業土木 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 森林土木 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 水産土木 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 造園 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 都市計画 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 地質 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 土質基礎 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 鋼構造物 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 トンネル 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 施工計画 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 交通量 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 宅地造成 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 施工管理 県内

トーカイテック（株） 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 関亦　郁夫 土木 交通施設 県内
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（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 測量 測量一般 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 測量 地図調整 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 測量 航空測量 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 河川砂防 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 港湾 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 電力土木 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 道路 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 鉄道 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 上水道 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 下水道 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 農業土木 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 森林土木 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 水産土木 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 造園 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 都市計画 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 地質 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 土質基礎 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 鋼構造物 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 トンネル 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 施工計画 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 廃棄物 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 交通量 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 環境調査 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 分析解析 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 宅地造成 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 資料等 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 施工管理 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 土木 交通施設 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 補償 土地調査 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 補償 土地評価 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 補償 物件 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 補償 機械工作 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 補償 営業補償 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 補償 事業損失 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 補償 補償関連 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 補償 総合補償 県内

（株）トーケン 成田市並木町２２１番地１８２ 神田　辰生 他 その他 登記業務 県内

（株）トータル・リアルティ・アドバイザーズ 東京都港区赤坂三丁目２１番２１号 吉村　利一 補償 不動産 県外

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 測量 測量一般 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 測量 地図調整 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 建築一般 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 意匠 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 構造 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 暖冷房 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 衛生 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 電気 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 建築積算 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 機械積算 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 電気積算 県内
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（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 調査 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 建築工監 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 電気工監 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 機械工監 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 耐震診断 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 建築 地区計画 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 河川砂防 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 港湾 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 道路 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 鉄道 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 上水道 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 下水道 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 農業土木 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 都市計画 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 地質 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 土質基礎 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 鋼構造物 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 トンネル 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 施工計画 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 建設環境 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 交通量 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 環境調査 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 分析解析 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 宅地造成 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 資料等 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 施工管理 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 土木 交通施設 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 地質 地質調査 県内

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 横井　輝明 他 その他 環境アセスメント調査　交通量推計解析　交通関係計画調査　都市計画関係計画調査設計 県内

東亜道路工業（株） 東京都港区六本木七丁目３番７号 森下　協一 土木 道路 準市内

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 測量 地図調整 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 土木 上水道 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 土木 下水道 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 土木 施工計画 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 土木 機械 県外

東京技研設計（株） 東京都港区芝一丁目４番３号 風間　政之 測量 測量一般 県内

東京技研設計（株） 東京都港区芝一丁目４番３号 風間　政之 土木 道路 県内

東京技研設計（株） 東京都港区芝一丁目４番３号 風間　政之 土木 上水道 県内

東京技研設計（株） 東京都港区芝一丁目４番３号 風間　政之 土木 下水道 県内

東京技研設計（株） 東京都港区芝一丁目４番３号 風間　政之 土木 都市計画 県内

（株）東京航業研究所 埼玉県川越市大字伊佐沼２８番１ 中本　直士 測量 測量一般 県内

（株）東京航業研究所 埼玉県川越市大字伊佐沼２８番１ 中本　直士 測量 地図調整 県内

（株）東京航業研究所 埼玉県川越市大字伊佐沼２８番１ 中本　直士 測量 航空測量 県内

東京システム特機（株） 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 吉田　光男 土木 電気電子 県外

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 測量 測量一般 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 測量 地図調整 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 測量 航空測量 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 建築一般 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 意匠 県内
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（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 構造 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 暖冷房 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 衛生 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 電気 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 建築積算 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 機械積算 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 電気積算 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 調査 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 建築工監 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 電気工監 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 機械工監 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 耐震診断 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 建築 地区計画 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 河川砂防 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 港湾 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 電力土木 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 道路 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 鉄道 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 上水道 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 下水道 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 農業土木 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 森林土木 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 水産土木 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 造園 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 都市計画 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 地質 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 土質基礎 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 鋼構造物 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 トンネル 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 施工計画 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 建設環境 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 機械 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 電気電子 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 廃棄物 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 交通量 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 環境調査 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 分析解析 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 宅地造成 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 資料等 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 施工管理 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 土木 交通施設 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 地質 地質調査 県内

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 狩谷　薫 他 その他 上記以外の測量コンサルタント業務 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 測量 測量一般 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 測量 地図調整 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 建築 構造 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 建築 調査 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 建築 建築工監 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 建築 耐震診断 県内
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（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 土木 河川砂防 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 土木 港湾 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 土木 道路 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 土木 下水道 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 土木 地質 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 土木 土質基礎 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 土木 環境調査 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 土木 分析解析 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 土木 施工管理 県内

（株）東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘２丁目１１番１６号 辻本　勝彦 地質 地質調査 県内

東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 土木 廃棄物 県内

東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 土木 交通量 県内

東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 土木 環境調査 県内

東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 土木 分析解析 県内

東京テクニカル・サービス（株） 浦安市今川四丁目１２番３８‐１号 吉池　航 他 その他 ダイオキシン類分析ー水質分析ー土壌分析ー大気調査 県内

東京テレメッセージ（株） 東京都港区西新橋二丁目３５番２号 清野　英俊 土木 施工計画 県外

東京テレメッセージ（株） 東京都港区西新橋二丁目３５番２号 清野　英俊 土木 施工管理 県外

（公社）東京都建設事業協会 東京都中央区日本橋小伝馬町１７番９号 齋藤　麻実 補償 物件 県外

（公社）東京都建設事業協会 東京都中央区日本橋小伝馬町１７番９号 齋藤　麻実 補償 機械工作 県外

（公社）東京都建設事業協会 東京都中央区日本橋小伝馬町１７番９号 齋藤　麻実 補償 営業補償 県外

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 測量 測量一般 県外

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 建築 建築一般 県外

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 土木 電力土木 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 建築 建築一般 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 建築 意匠 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 建築 建築工監 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 建築 地区計画 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 土木 農業土木 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 土木 造園 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 土木 都市計画 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 土木 施工計画 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 土木 建設環境 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 土木 交通量 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 土木 環境調査 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 土木 分析解析 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 土木 資料等 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 土木 交通施設 県外

（株）東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階 小林　新 他 その他 計画策定等 県外

（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 建築一般 県外

（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 意匠 県外

（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 構造 県外

（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 暖冷房 県外

（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 衛生 県外

（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 電気 県外

（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 建築積算 県外

（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 機械積算 県外

（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 電気積算 県外

（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 調査 県外

（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 建築工監 県外
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（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 電気工監 県外

（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 機械工監 県外

（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 耐震診断 県外

（株）東建築設計事務所 東京都千代田区飯田橋四丁目７番１１号 鈴木　元春 建築 地区計画 県外

（株）東宏アセットリサーチ 山武郡横芝光町横芝１５３４番地 大木　孝仁 補償 土地評価 県内

（株）東宏アセットリサーチ 山武郡横芝光町横芝１５３４番地 大木　孝仁 補償 不動産 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 測量 測量一般 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 建築 建築一般 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 河川砂防 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 港湾 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 電力土木 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 道路 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 鉄道 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 上水道 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 下水道 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 農業土木 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 森林土木 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 水産土木 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 造園 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 都市計画 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 地質 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 土質基礎 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 鋼構造物 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 トンネル 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 施工計画 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 建設環境 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 機械 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 電気電子 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 廃棄物 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 交通量 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 環境調査 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 分析解析 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 宅地造成 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 資料等 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 施工管理 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 土木 交通施設 県内

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 堀　尚義 地質 地質調査 県内

（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 建築一般 県内

（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 意匠 県内

（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 構造 県内

（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 暖冷房 県内

（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 衛生 県内

（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 電気 県内

（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 建築積算 県内

（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 機械積算 県内

（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 電気積算 県内

（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 調査 県内

（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 建築工監 県内

（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 電気工監 県内
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（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 機械工監 県内

（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 耐震診断 県内

（株）東宏設計事務所 千葉市中央区新千葉二丁目１番８号 大木　建雄 建築 地区計画 県内

（株）東さく技工 東京都千代田区内神田二丁目１６番１１号 杉野　正治 地質 地質調査 県外

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 測量 測量一般 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 測量 地図調整 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 測量 航空測量 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 河川砂防 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 港湾 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 電力土木 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 道路 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 鉄道 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 上水道 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 下水道 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 農業土木 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 森林土木 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 水産土木 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 造園 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 都市計画 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 地質 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 土質基礎 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 鋼構造物 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 トンネル 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 施工計画 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 建設環境 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 機械 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 電気電子 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 廃棄物 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 交通量 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 環境調査 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 分析解析 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 宅地造成 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 資料等 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 施工管理 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 土木 交通施設 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 地質 地質調査 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 補償 土地調査 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 補償 土地評価 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 補償 物件 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 補償 機械工作 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 補償 営業補償 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 補償 事業損失 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 補償 補償関連 市内

東正測地（株） 君津市久保三丁目２番１１号 宮名　誠 補償 総合補償 市内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 測量 測量一般 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 測量 地図調整 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 測量 航空測量 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 河川砂防 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 港湾 県内
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（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 道路 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 上水道 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 下水道 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 農業土木 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 森林土木 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 造園 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 都市計画 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 地質 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 土質基礎 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 鋼構造物 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 トンネル 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 施工計画 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 交通量 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 宅地造成 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 資料等 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 施工管理 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 土木 交通施設 県内

（株）東伸企画設計 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 高木　芳和 地質 地質調査 県内

東電タウンプランニング（株） 東京都港区海岸一丁目１１番１号 鈴木　祐輔 測量 測量一般 県外

東電タウンプランニング（株） 東京都港区海岸一丁目１１番１号 鈴木　祐輔 建築 電気 県外

東電タウンプランニング（株） 東京都港区海岸一丁目１１番１号 鈴木　祐輔 建築 調査 県外

東電タウンプランニング（株） 東京都港区海岸一丁目１１番１号 鈴木　祐輔 土木 道路 県外

東電タウンプランニング（株） 東京都港区海岸一丁目１１番１号 鈴木　祐輔 土木 機械 県外

東電タウンプランニング（株） 東京都港区海岸一丁目１１番１号 鈴木　祐輔 土木 電気電子 県外

東電用地（株） 東京都荒川区西日暮里二丁目２５番１号 小河原　克実 測量 測量一般 県内

東電用地（株） 東京都荒川区西日暮里二丁目２５番１号 小河原　克実 補償 土地調査 県内

東電用地（株） 東京都荒川区西日暮里二丁目２５番１号 小河原　克実 補償 土地評価 県内

東電用地（株） 東京都荒川区西日暮里二丁目２５番１号 小河原　克実 補償 物件 県内

東電用地（株） 東京都荒川区西日暮里二丁目２５番１号 小河原　克実 補償 機械工作 県内

東電用地（株） 東京都荒川区西日暮里二丁目２５番１号 小河原　克実 補償 営業補償 県内

東電用地（株） 東京都荒川区西日暮里二丁目２５番１号 小河原　克実 補償 事業損失 県内

東電用地（株） 東京都荒川区西日暮里二丁目２５番１号 小河原　克実 補償 補償関連 県内

東電用地（株） 東京都荒川区西日暮里二丁目２５番１号 小河原　克実 補償 総合補償 県内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 測量 測量一般 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 測量 地図調整 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 河川砂防 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 港湾 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 道路 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 上水道 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 下水道 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 農業土木 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 森林土木 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 造園 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 都市計画 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 地質 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 土質基礎 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 鋼構造物 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 トンネル 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 施工計画 準市内
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（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 建設環境 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 交通量 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 宅地造成 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 資料等 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 施工管理 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 土木 交通施設 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 地質 地質調査 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 補償 土地調査 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 補償 物件 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 補償 機械工作 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 補償 営業補償 準市内

（株）トウトウ技術設計 千葉市若葉区原町９１９番地６号 長島　浩 補償 補償関連 準市内

東日設計コンサルタント（株） 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６ー１０１号 齊藤　勇藏 測量 測量一般 県内

東日設計コンサルタント（株） 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６ー１０１号 齊藤　勇藏 測量 地図調整 県内

東日設計コンサルタント（株） 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６ー１０１号 齊藤　勇藏 土木 河川砂防 県内

東日設計コンサルタント（株） 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６ー１０１号 齊藤　勇藏 土木 道路 県内

東日設計コンサルタント（株） 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６ー１０１号 齊藤　勇藏 土木 土質基礎 県内

東日設計コンサルタント（株） 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６ー１０１号 齊藤　勇藏 土木 鋼構造物 県内

（株）東朋エンジニアリング 東京都文京区水道一丁目５番２４号マルワイビル 小見山　誓雄 測量 測量一般 県内

（株）東朋エンジニアリング 東京都文京区水道一丁目５番２４号マルワイビル 小見山　誓雄 土木 河川砂防 県内

（株）東朋エンジニアリング 東京都文京区水道一丁目５番２４号マルワイビル 小見山　誓雄 土木 電力土木 県内

（株）東朋エンジニアリング 東京都文京区水道一丁目５番２４号マルワイビル 小見山　誓雄 土木 道路 県内

（株）東朋エンジニアリング 東京都文京区水道一丁目５番２４号マルワイビル 小見山　誓雄 土木 上水道 県内

（株）東朋エンジニアリング 東京都文京区水道一丁目５番２４号マルワイビル 小見山　誓雄 土木 下水道 県内

（株）東朋エンジニアリング 東京都文京区水道一丁目５番２４号マルワイビル 小見山　誓雄 土木 農業土木 県内

（株）東朋エンジニアリング 東京都文京区水道一丁目５番２４号マルワイビル 小見山　誓雄 土木 地質 県内

（株）東朋エンジニアリング 東京都文京区水道一丁目５番２４号マルワイビル 小見山　誓雄 土木 施工計画 県内

（株）東朋エンジニアリング 東京都文京区水道一丁目５番２４号マルワイビル 小見山　誓雄 土木 機械 県内

（株）東朋エンジニアリング 東京都文京区水道一丁目５番２４号マルワイビル 小見山　誓雄 土木 電気電子 県内

（株）東朋エンジニアリング 東京都文京区水道一丁目５番２４号マルワイビル 小見山　誓雄 土木 施工管理 県内

（株）当間地質 千葉市中央区亀岡町５番９号 間藤　寛之 地質 地質調査 県内

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 測量 測量一般 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 建築 調査 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 建築 耐震診断 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 土木 地質 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 土木 建設環境 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 土木 交通量 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 土木 環境調査 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 地質 地質調査 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 補償 土地調査 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 補償 土地評価 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 補償 物件 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 補償 機械工作 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 補償 営業補償 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 補償 事業損失 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 補償 補償関連 県外

東洋技建（株） 東京都千代田区神田小川町二丁目６番３号 榎本　敦幸 補償 総合補償 県外

（株）東洋コンサルタント 東京都豊島区高田３丁目１８番１１号 高橋　浩二 測量 測量一般 県内

（株）東洋コンサルタント 東京都豊島区高田３丁目１８番１１号 高橋　浩二 建築 建築一般 県内
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（株）東洋コンサルタント 東京都豊島区高田３丁目１８番１１号 高橋　浩二 土木 道路 県内

（株）東洋コンサルタント 東京都豊島区高田３丁目１８番１１号 高橋　浩二 土木 上水道 県内

（株）東洋コンサルタント 東京都豊島区高田３丁目１８番１１号 高橋　浩二 土木 下水道 県内

（株）東洋コンサルタント 東京都豊島区高田３丁目１８番１１号 高橋　浩二 土木 地質 県内

（株）東洋コンサルタント 東京都豊島区高田３丁目１８番１１号 高橋　浩二 土木 鋼構造物 県内

（株）東洋コンサルタント 東京都豊島区高田３丁目１８番１１号 高橋　浩二 地質 地質調査 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 測量 測量一般 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 測量 地図調整 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 測量 航空測量 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 建築一般 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 意匠 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 構造 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 暖冷房 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 衛生 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 電気 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 建築積算 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 機械積算 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 電気積算 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 調査 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 建築工監 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 電気工監 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 機械工監 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 耐震診断 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 建築 地区計画 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 河川砂防 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 港湾 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 電力土木 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 道路 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 鉄道 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 上水道 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 下水道 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 農業土木 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 森林土木 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 水産土木 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 造園 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 都市計画 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 地質 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 土質基礎 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 鋼構造物 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 トンネル 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 施工計画 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 建設環境 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 機械 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 電気電子 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 廃棄物 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 交通量 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 環境調査 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 分析解析 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 宅地造成 県内
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（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 資料等 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 施工管理 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 土木 交通施設 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 地質 地質調査 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 補償 土地調査 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 補償 物件 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 補償 機械工作 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 補償 営業補償 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 補償 事業損失 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 補償 補償関連 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 補償 総合補償 県内

（株）東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 大嶋　庸介 他 その他 環境調査等 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 測量 測量一般 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 測量 地図調整 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 建築一般 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 意匠 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 構造 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 暖冷房 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 衛生 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 電気 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 建築積算 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 機械積算 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 電気積算 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 調査 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 建築工監 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 電気工監 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 機械工監 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 耐震診断 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 建築 地区計画 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 河川砂防 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 道路 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 鉄道 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 上水道 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 下水道 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 農業土木 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 造園 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 都市計画 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 地質 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 土質基礎 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 鋼構造物 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 トンネル 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 施工計画 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 建設環境 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 機械 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 電気電子 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 環境調査 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 分析解析 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 宅地造成 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 資料等 県内
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（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 土木 施工管理 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 地質 地質調査 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 補償 土地調査 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 補償 土地評価 県内

（株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 青柳　司郎 補償 物件 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 測量 測量一般 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 測量 地図調整 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 河川砂防 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 港湾 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 道路 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 鉄道 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 上水道 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 下水道 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 農業土木 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 森林土木 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 都市計画 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 地質 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 土質基礎 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 鋼構造物 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 トンネル 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 施工計画 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 交通量 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 環境調査 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 分析解析 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 宅地造成 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 資料等 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 施工管理 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 土木 交通施設 県内

（株）東和設計 千葉市中央区院内一丁目１２番８号 小川　裕司 地質 地質調査 県内

（株）東鳳電通設計事務所 青森県青森市青葉一丁目２番地１１　ルグラン奥野Ａ‐７ 江利山　光彦 土木 電気電子 県外

（有）ときた建築設計事務所 千葉市美浜区高洲一丁目１４番７棟１０１号 加藤　文男 建築 建築一般 県内

（有）ときた建築設計事務所 千葉市美浜区高洲一丁目１４番７棟１０１号 加藤　文男 建築 意匠 県内

（有）ときた建築設計事務所 千葉市美浜区高洲一丁目１４番７棟１０１号 加藤　文男 建築 構造 県内

（有）ときた建築設計事務所 千葉市美浜区高洲一丁目１４番７棟１０１号 加藤　文男 建築 暖冷房 県内

（有）ときた建築設計事務所 千葉市美浜区高洲一丁目１４番７棟１０１号 加藤　文男 建築 衛生 県内

（有）ときた建築設計事務所 千葉市美浜区高洲一丁目１４番７棟１０１号 加藤　文男 建築 電気 県内

（有）ときた建築設計事務所 千葉市美浜区高洲一丁目１４番７棟１０１号 加藤　文男 建築 建築積算 県内

（有）ときた建築設計事務所 千葉市美浜区高洲一丁目１４番７棟１０１号 加藤　文男 建築 機械積算 県内

（有）ときた建築設計事務所 千葉市美浜区高洲一丁目１４番７棟１０１号 加藤　文男 建築 電気積算 県内

（有）ときた建築設計事務所 千葉市美浜区高洲一丁目１４番７棟１０１号 加藤　文男 建築 調査 県内

（有）ときた建築設計事務所 千葉市美浜区高洲一丁目１４番７棟１０１号 加藤　文男 建築 建築工監 県内

（有）ときた建築設計事務所 千葉市美浜区高洲一丁目１４番７棟１０１号 加藤　文男 建築 電気工監 県内

（有）ときた建築設計事務所 千葉市美浜区高洲一丁目１４番７棟１０１号 加藤　文男 建築 機械工監 県内

（有）トキワ測量設計 君津市南久保二丁目１番３号 鈴木　正夫 測量 測量一般 市内

（有）トキワ測量設計 君津市南久保二丁目１番３号 鈴木　正夫 測量 地図調整 市内

（有）トキワ測量設計 君津市南久保二丁目１番３号 鈴木　正夫 測量 航空測量 市内

（有）トキワ測量設計 君津市南久保二丁目１番３号 鈴木　正夫 土木 道路 市内

（有）トキワ測量設計 君津市南久保二丁目１番３号 鈴木　正夫 土木 農業土木 市内

（有）トキワ測量設計 君津市南久保二丁目１番３号 鈴木　正夫 土木 森林土木 市内
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（有）トキワ測量設計 君津市南久保二丁目１番３号 鈴木　正夫 土木 地質 市内

（有）トキワ測量設計 君津市南久保二丁目１番３号 鈴木　正夫 土木 交通量 市内

（有）トキワ測量設計 君津市南久保二丁目１番３号 鈴木　正夫 補償 土地調査 市内

（有）トキワ測量設計 君津市南久保二丁目１番３号 鈴木　正夫 補償 物件 市内

（有）トキワ測量設計 君津市南久保二丁目１番３号 鈴木　正夫 補償 事業損失 市内

（有）トキワ測量設計 君津市南久保二丁目１番３号 鈴木　正夫 補償 補償関連 市内

（株）トクオ 愛知県名古屋市中川区万場四丁目１１１１番地 篠原　将士 建築 建築一般 県外

（株）トクオ 愛知県名古屋市中川区万場四丁目１１１１番地 篠原　将士 建築 意匠 県外

（株）トクオ 愛知県名古屋市中川区万場四丁目１１１１番地 篠原　将士 建築 構造 県外

（株）トクオ 愛知県名古屋市中川区万場四丁目１１１１番地 篠原　将士 建築 建築積算 県外

（株）トクオ 愛知県名古屋市中川区万場四丁目１１１１番地 篠原　将士 建築 調査 県外

（株）トクオ 愛知県名古屋市中川区万場四丁目１１１１番地 篠原　将士 建築 建築工監 県外

（株）トクオ 愛知県名古屋市中川区万場四丁目１１１１番地 篠原　将士 建築 耐震診断 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 建築一般 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 意匠 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 構造 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 暖冷房 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 衛生 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 電気 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 建築積算 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 機械積算 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 電気積算 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 調査 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 建築工監 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 電気工監 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 機械工監 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 耐震診断 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 建築 地区計画 県外

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 徳岡　浩二 土木 都市計画 県外

都市開発設計（株） 群馬県前橋市新前橋町１４番地の２６ 茂木　敏夫 土木 河川砂防 県内

都市開発設計（株） 群馬県前橋市新前橋町１４番地の２６ 茂木　敏夫 土木 道路 県内

都市開発設計（株） 群馬県前橋市新前橋町１４番地の２６ 茂木　敏夫 土木 上水道 県内

都市開発設計（株） 群馬県前橋市新前橋町１４番地の２６ 茂木　敏夫 土木 下水道 県内

都市開発設計（株） 群馬県前橋市新前橋町１４番地の２６ 茂木　敏夫 土木 鋼構造物 県内

都市開発設計（株） 群馬県前橋市新前橋町１４番地の２６ 茂木　敏夫 地質 地質調査 県内

都市開発設計（株） 群馬県前橋市新前橋町１４番地の２６ 茂木　敏夫 補償 土地調査 県内

都市開発設計（株） 群馬県前橋市新前橋町１４番地の２６ 茂木　敏夫 補償 物件 県内

（株）都市開発不動産鑑定所 市川市八幡二丁目１番２号 高松　芳壮 補償 土地調査 県内

（株）都市開発不動産鑑定所 市川市八幡二丁目１番２号 高松　芳壮 補償 土地評価 県内

（株）都市開発不動産鑑定所 市川市八幡二丁目１番２号 高松　芳壮 補償 物件 県内

（株）都市開発不動産鑑定所 市川市八幡二丁目１番２号 高松　芳壮 補償 機械工作 県内

（株）都市開発不動産鑑定所 市川市八幡二丁目１番２号 高松　芳壮 補償 営業補償 県内

（株）都市開発不動産鑑定所 市川市八幡二丁目１番２号 高松　芳壮 補償 事業損失 県内

（株）都市開発不動産鑑定所 市川市八幡二丁目１番２号 高松　芳壮 補償 補償関連 県内

（株）都市開発不動産鑑定所 市川市八幡二丁目１番２号 高松　芳壮 補償 総合補償 県内

（株）都市開発不動産鑑定所 市川市八幡二丁目１番２号 高松　芳壮 補償 不動産 県内

（株）都市開発不動産鑑定所 市川市八幡二丁目１番２号 高松　芳壮 他 その他 不動産鑑定 県内

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 建築一般 県外

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 意匠 県外
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（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 構造 県外

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 暖冷房 県外

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 衛生 県外

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 電気 県外

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 建築積算 県外

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 機械積算 県外

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 電気積算 県外

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 調査 県外

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 建築工監 県外

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 電気工監 県外

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 機械工監 県外

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 耐震診断 県外

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目１４番３０号 中原　聡 建築 地区計画 県外

（株）都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 佐藤　憲璋 建築 建築一般 県外

（株）都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 佐藤　憲璋 建築 意匠 県外

（株）都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 佐藤　憲璋 建築 建築積算 県外

（株）都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 佐藤　憲璋 建築 調査 県外

（株）都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 佐藤　憲璋 建築 建築工監 県外

（株）都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 佐藤　憲璋 建築 地区計画 県外

（株）都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 佐藤　憲璋 土木 造園 県外

（株）都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 佐藤　憲璋 土木 都市計画 県外

（株）都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 佐藤　憲璋 土木 建設環境 県外

（株）都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 佐藤　憲璋 土木 施工管理 県外

（株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番２７号 吉武　祐一 建築 建築一般 県外

（株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番２７号 吉武　祐一 建築 意匠 県外

（株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番２７号 吉武　祐一 建築 構造 県外

（株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番２７号 吉武　祐一 建築 電気 県外

（株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番２７号 吉武　祐一 建築 建築積算 県外

（株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番２７号 吉武　祐一 建築 機械積算 県外

（株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番２７号 吉武　祐一 建築 電気積算 県外

（株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番２７号 吉武　祐一 建築 調査 県外

（株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番２７号 吉武　祐一 建築 建築工監 県外

（株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番２７号 吉武　祐一 建築 電気工監 県外

（株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番２７号 吉武　祐一 建築 機械工監 県外

（株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番２７号 吉武　祐一 建築 耐震診断 県外

（株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番２７号 吉武　祐一 建築 地区計画 県外

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 測量 測量一般 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 河川砂防 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 道路 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 上水道 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 下水道 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 農業土木 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 森林土木 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 造園 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 都市計画 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 土質基礎 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 鋼構造物 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 施工計画 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 建設環境 県内
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（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 廃棄物 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 交通量 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 宅地造成 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 資料等 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 施工管理 県内

（株）都市土木技術研究所 市原市辰巳台東三丁目２２番地ライブフロント市原たつみ台Ａ棟３０３ 清水　健一 土木 交通施設 県内

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 建築 地区計画 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 河川砂防 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 港湾 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 電力土木 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 道路 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 鉄道 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 上水道 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 下水道 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 農業土木 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 森林土木 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 水産土木 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 造園 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 都市計画 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 地質 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 土質基礎 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 鋼構造物 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 トンネル 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 施工計画 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 建設環境 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 機械 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 電気電子 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 廃棄物 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 交通量 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 環境調査 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 分析解析 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 宅地造成 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 資料等 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 施工管理 県外

（一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号 松田　紀子 土木 交通施設 県外

都市不動産鑑定（株） 船橋市宮本一丁目１３番５号 寺田　由希子 補償 土地調査 県内

都市不動産鑑定（株） 船橋市宮本一丁目１３番５号 寺田　由希子 補償 土地評価 県内

都市不動産鑑定（株） 船橋市宮本一丁目１３番５号 寺田　由希子 補償 物件 県内

都市不動産鑑定（株） 船橋市宮本一丁目１３番５号 寺田　由希子 補償 総合補償 県内

都市不動産鑑定（株） 船橋市宮本一丁目１３番５号 寺田　由希子 補償 不動産 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 建築 建築一般 県内

トップエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区浅間町一丁目１３番地８　共益ビル４Ｆ 古定　明 測量 測量一般 県内

トップエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区浅間町一丁目１３番地８　共益ビル４Ｆ 古定　明 測量 地図調整 県内

トップエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区浅間町一丁目１３番地８　共益ビル４Ｆ 古定　明 土木 河川砂防 県内

トップエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区浅間町一丁目１３番地８　共益ビル４Ｆ 古定　明 土木 下水道 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 測量 測量一般 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 測量 地図調整 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 建築 建築一般 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 建築 調査 県内
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（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 建築 建築工監 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 建築 電気工監 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 建築 機械工監 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 建築 耐震診断 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 土木 道路 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 土木 上水道 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 土木 下水道 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 土木 農業土木 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 土木 造園 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 土木 都市計画 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 土木 土質基礎 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 土木 鋼構造物 県内

（株）利根設計事務所 群馬県前橋市亀里町２７４番地３ 山宮　雅幸 地質 地質調査 県内

（株）豊田不動産鑑定所 茂原市茂原１５６５番地１２ 豊田　正一 補償 土地調査 県内

（株）豊田不動産鑑定所 茂原市茂原１５６５番地１２ 豊田　正一 補償 土地評価 県内

（株）豊田不動産鑑定所 茂原市茂原１５６５番地１２ 豊田　正一 補償 物件 県内

（株）豊田不動産鑑定所 茂原市茂原１５６５番地１２ 豊田　正一 補償 機械工作 県内

（株）豊田不動産鑑定所 茂原市茂原１５６５番地１２ 豊田　正一 補償 営業補償 県内

（株）豊田不動産鑑定所 茂原市茂原１５６５番地１２ 豊田　正一 補償 事業損失 県内

（株）豊田不動産鑑定所 茂原市茂原１５６５番地１２ 豊田　正一 補償 補償関連 県内

（株）豊田不動産鑑定所 茂原市茂原１５６５番地１２ 豊田　正一 補償 総合補償 県内

（株）豊田不動産鑑定所 茂原市茂原１５６５番地１２ 豊田　正一 補償 不動産 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 測量 測量一般 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 測量 地図調整 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 河川砂防 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 港湾 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 電力土木 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 道路 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 鉄道 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 上水道 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 下水道 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 農業土木 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 森林土木 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 水産土木 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 造園 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 都市計画 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 地質 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 土質基礎 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 鋼構造物 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 トンネル 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 施工計画 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 建設環境 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 機械 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 電気電子 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 廃棄物 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 交通量 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 環境調査 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 分析解析 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 宅地造成 県内
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トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 資料等 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 施工管理 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 土木 交通施設 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 地質 地質調査 県内

トレンドデザイン（株） 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目１番１号 嶋村　秀昭 他 その他 施工管理-特別調査等-市場調査等 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 測量 測量一般 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 測量 地図調整 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 測量 航空測量 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 河川砂防 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 港湾 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 電力土木 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 道路 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 鉄道 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 上水道 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 下水道 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 農業土木 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 森林土木 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 水産土木 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 造園 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 都市計画 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 地質 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 土質基礎 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 鋼構造物 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 トンネル 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 施工計画 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 建設環境 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 機械 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 電気電子 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 廃棄物 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 交通量 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 環境調査 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 分析解析 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 宅地造成 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 資料等 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 施工管理 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 土木 交通施設 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 地質 地質調査 県内

（株）道路建設コンサルタント 千葉市中央区今井一丁目２３番７号 山田　宝史 他 その他 世論調査-電算解析-物価調査-図面作成-環境アセスメント等 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 測量 測量一般 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 測量 地図調整 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 測量 航空測量 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 建築 建築一般 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 建築 耐震診断 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 土木 河川砂防 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 土木 道路 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 土木 上水道 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 土木 下水道 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 土木 農業土木 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 土木 都市計画 県内
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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一丁目１４１番地 池田　正 土木 土質基礎 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 土木 鋼構造物 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 土木 施工計画 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 土木 建設環境 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 地質 地質調査 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 補償 土地調査 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 補償 物件 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 補償 営業補償 県内

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一丁目１４１番地 池田　正 補償 事業損失 県内

内外地図（株） 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地 五本木　秀昭 測量 測量一般 県外

内外地図（株） 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地 五本木　秀昭 測量 地図調整 県外

内外地図（株） 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地 五本木　秀昭 測量 航空測量 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 建築一般 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 意匠 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 構造 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 暖冷房 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 衛生 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 電気 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 建築積算 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 機械積算 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 電気積算 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 調査 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 建築工監 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 電気工監 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 機械工監 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 耐震診断 県外

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 川本　雄三 建築 地区計画 県外

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 建築一般 県内

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 意匠 県内

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 構造 県内

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 暖冷房 県内

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 衛生 県内

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 電気 県内

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 建築積算 県内

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 機械積算 県内

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 電気積算 県内

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 調査 県内

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 建築工監 県内

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 電気工監 県内

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 機械工監 県内

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 耐震診断 県内

（有）中尾建築設計事務所 千葉市稲毛区稲毛３丁目５番１２号ユニオンピア稲毛 中尾　利弘 建築 地区計画 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 測量 測量一般 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 建築一般 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 意匠 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 構造 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 暖冷房 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 衛生 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 電気 県内
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中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 建築積算 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 機械積算 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 電気積算 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 調査 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 建築工監 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 電気工監 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 機械工監 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 耐震診断 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 建築 地区計画 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 河川砂防 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 道路 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 鉄道 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 上水道 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 下水道 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 都市計画 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 土質基礎 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 鋼構造物 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 トンネル 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 建設環境 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 電気電子 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 廃棄物 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 交通量 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 環境調査 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 分析解析 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 宅地造成 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 資料等 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 施工管理 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 土木 交通施設 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 地質 地質調査 県内

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 上田　直和 補償 土地調査 県内

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 二神　一 測量 測量一般 県外

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 二神　一 測量 地図調整 県外

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 二神　一 測量 航空測量 県外

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 二神　一 土木 河川砂防 県外

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 二神　一 土木 道路 県外

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 二神　一 土木 森林土木 県外

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 測量 測量一般 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 測量 地図調整 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 測量 航空測量 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 河川砂防 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 港湾 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 電力土木 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 道路 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 鉄道 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 上水道 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 下水道 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 農業土木 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 森林土木 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 水産土木 県内
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（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 造園 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 都市計画 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 地質 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 土質基礎 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 鋼構造物 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 トンネル 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 施工計画 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 建設環境 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 機械 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 電気電子 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 廃棄物 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 交通量 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 環境調査 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 分析解析 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 宅地造成 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 資料等 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 施工管理 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 土木 交通施設 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 補償 土地調査 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 補償 土地評価 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 補償 物件 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 補償 機械工作 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 補償 営業補償 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 補償 事業損失 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 補償 補償関連 県内

（株）中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田五丁目３８番３号 中庭　基雄 補償 総合補償 県内

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 測量 測量一般 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 測量 地図調整 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 測量 航空測量 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 河川砂防 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 港湾 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 道路 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 上水道 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 下水道 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 農業土木 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 森林土木 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 造園 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 都市計画 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 鋼構造物 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 廃棄物 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 交通量 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 環境調査 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 分析解析 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 宅地造成 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 資料等 県外

（株）ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２番地 坂井　浩 土木 施工管理 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 測量 測量一般 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 測量 地図調整 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 測量 航空測量 県外
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（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 建築一般 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 意匠 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 構造 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 暖冷房 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 衛生 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 電気 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 建築積算 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 機械積算 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 電気積算 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 調査 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 建築工監 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 電気工監 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 機械工監 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 耐震診断 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 建築 地区計画 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 河川砂防 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 港湾 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 電力土木 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 道路 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 鉄道 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 上水道 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 下水道 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 農業土木 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 森林土木 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 水産土木 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 造園 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 都市計画 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 地質 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 土質基礎 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 鋼構造物 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 トンネル 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 施工計画 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 建設環境 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 機械 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 電気電子 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 交通量 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 環境調査 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 分析解析 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 宅地造成 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 資料等 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 施工管理 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 土木 交通施設 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 地質 地質調査 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 補償 土地調査 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 補償 土地評価 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 補償 物件 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 補償 機械工作 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 補償 営業補償 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 補償 事業損失 県外

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 補償 補償関連 県外

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積一丁目２番２９号 青木　寛章 補償 総合補償 県外

菜の花アセットコンサルティング 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号キャピタル登戸ビル６階 菅野　幸作 補償 土地調査 県内

菜の花アセットコンサルティング 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号キャピタル登戸ビル６階 菅野　幸作 補償 土地評価 県内

菜の花アセットコンサルティング 千葉市中央区登戸一丁目１５番３２号キャピタル登戸ビル６階 菅野　幸作 補償 不動産 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 測量 測量一般 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 測量 地図調整 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 測量 航空測量 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 建築 調査 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 土木 河川砂防 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 土木 道路 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 土木 上水道 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 土木 下水道 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 土木 農業土木 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 土木 森林土木 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 土木 地質 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 土木 交通量 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 土木 資料等 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 地質 地質調査 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 補償 土地調査 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 補償 土地評価 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 補償 物件 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 補償 機械工作 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 補償 営業補償 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 補償 事業損失 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 補償 補償関連 県内

成田測量（株） 成田市倉水４３３番地２３ 平良　茂浩 補償 総合補償 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 建築一般 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 意匠 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 構造 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 暖冷房 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 衛生 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 電気 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 建築積算 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 機械積算 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 電気積算 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 調査 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 建築工監 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 電気工監 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 機械工監 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 耐震診断 県内

西村設備設計 野田市谷津１３４１番地 西村　光雄 建築 地区計画 県内

西山測量（株） 野田市中里２４８５番地 西山　寛 測量 測量一般 県内

西山測量（株） 野田市中里２４８５番地 西山　寛 測量 地図調整 県内

西山測量（株） 野田市中里２４８５番地 西山　寛 測量 航空測量 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 河川砂防 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 港湾 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 電力土木 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 道路 県内
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（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 鉄道 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 上水道 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 下水道 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 農業土木 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 森林土木 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 水産土木 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 造園 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 都市計画 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 地質 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 土質基礎 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 鋼構造物 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 トンネル 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 施工計画 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 建設環境 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 機械 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 電気電子 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 廃棄物 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 交通量 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 環境調査 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 分析解析 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 宅地造成 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 資料等 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 施工管理 県内

（株）虹設計事務所 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷二丁目２５番５号 佐藤　久 土木 交通施設 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 測量 測量一般 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 建築 調査 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 土木 河川砂防 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 土木 港湾 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 土木 道路 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 土木 鉄道 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 土木 建設環境 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 土木 交通量 県内

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 小幡　学 土木 分析解析 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 測量 測量一般 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 測量 地図調整 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 測量 航空測量 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 建築一般 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 意匠 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 構造 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 暖冷房 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 衛生 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 電気 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 建築積算 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 機械積算 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 電気積算 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 調査 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 建築工監 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 電気工監 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 機械工監 県内
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（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 耐震診断 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 建築 地区計画 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 河川砂防 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 港湾 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 電力土木 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 道路 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 鉄道 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 上水道 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 下水道 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 農業土木 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 森林土木 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 水産土木 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 造園 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 都市計画 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 地質 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 土質基礎 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 鋼構造物 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 トンネル 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 施工計画 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 建設環境 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 機械 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 電気電子 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 廃棄物 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 交通量 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 環境調査 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 分析解析 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 宅地造成 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 資料等 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 施工管理 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 土木 交通施設 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 地質 地質調査 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 補償 土地調査 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 補償 物件 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 補償 機械工作 県内

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 他 その他 遺跡調査 県内

日建コンサルタンツ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５３番地 山本　実 測量 測量一般 県内

日建コンサルタンツ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５３番地 山本　実 土木 河川砂防 県内

日建コンサルタンツ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５３番地 山本　実 土木 道路 県内

日建コンサルタンツ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５３番地 山本　実 土木 上水道 県内

日建コンサルタンツ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５３番地 山本　実 土木 下水道 県内

日建コンサルタンツ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５３番地 山本　実 土木 都市計画 県内

日建コンサルタンツ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５３番地 山本　実 土木 土質基礎 県内

日建コンサルタンツ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５３番地 山本　実 土木 鋼構造物 県内

日建コンサルタンツ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５３番地 山本　実 土木 交通量 県内

日建コンサルタンツ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５３番地 山本　実 土木 分析解析 県内

日建コンサルタンツ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５３番地 山本　実 土木 宅地造成 県内

日建コンサルタンツ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５３番地 山本　実 土木 交通施設 県内

日建コンサルタンツ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町３５３番地 山本　実 地質 地質調査 県内

（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 建築一般 市内
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（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 意匠 市内

（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 構造 市内

（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 暖冷房 市内

（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 衛生 市内

（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 電気 市内

（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 建築積算 市内

（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 機械積算 市内

（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 電気積算 市内

（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 調査 市内

（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 建築工監 市内

（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 電気工監 市内

（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 機械工監 市内

（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 耐震診断 市内

（株）日建綜合設計 木更津市富士見二丁目４番６号 石井　賢治 建築 地区計画 市内

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 測量 測量一般 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 測量 地図調整 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 測量 航空測量 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 建築一般 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 意匠 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 構造 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 暖冷房 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 衛生 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 電気 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 建築積算 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 機械積算 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 電気積算 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 調査 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 建築工監 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 電気工監 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 機械工監 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 耐震診断 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 建築 地区計画 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 河川砂防 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 港湾 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 電力土木 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 道路 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 鉄道 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 上水道 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 下水道 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 農業土木 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 森林土木 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 水産土木 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 造園 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 都市計画 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 地質 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 土質基礎 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 鋼構造物 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 トンネル 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 施工計画 県外
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（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 建設環境 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 機械 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 電気電子 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 廃棄物 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 交通量 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 環境調査 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 分析解析 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 宅地造成 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 資料等 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 施工管理 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 土木 交通施設 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 地質 地質調査 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 補償 土地調査 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 補償 土地評価 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 補償 物件 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 補償 機械工作 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 補償 営業補償 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 補償 事業損失 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 補償 補償関連 県外

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１７番９号 愛須　友行 補償 総合補償 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 測量 測量一般 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 土木 河川砂防 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 土木 道路 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 土木 上水道 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 土木 農業土木 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 土木 森林土木 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 土木 地質 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 土木 土質基礎 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 土木 建設環境 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 土木 環境調査 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 土木 分析解析 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 地質 地質調査 県外

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 測量 測量一般 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 測量 地図調整 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 測量 航空測量 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 建築 建築一般 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 建築 意匠 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 建築 構造 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 建築 暖冷房 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 建築 衛生 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 建築 電気 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 建築 建築工監 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 建築 電気工監 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 建築 機械工監 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 建築 耐震診断 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 建築 地区計画 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 河川砂防 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 港湾 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 道路 県内
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（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 上水道 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 下水道 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 農業土木 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 造園 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 都市計画 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 地質 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 土質基礎 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 鋼構造物 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 トンネル 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 施工計画 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 建設環境 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 電気電子 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 廃棄物 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 交通量 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 環境調査 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 分析解析 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 宅地造成 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 資料等 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 土木 施工管理 県内

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 宮脇　佳史 地質 地質調査 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 測量 測量一般 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 建築 建築一般 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 建築 意匠 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 建築 構造 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 建築 暖冷房 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 建築 衛生 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 建築 電気 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 建築 建築積算 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 建築 機械積算 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 建築 電気積算 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 建築 調査 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 建築 建築工監 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 建築 耐震診断 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 建築 地区計画 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 河川砂防 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 港湾 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 道路 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 上水道 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 下水道 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 農業土木 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 造園 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 都市計画 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 地質 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 土質基礎 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 鋼構造物 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 トンネル 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 施工計画 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 建設環境 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 電気電子 県内
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（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 環境調査 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 分析解析 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 宅地造成 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 資料等 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 施工管理 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 土木 交通施設 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 地質 地質調査 県内

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１丁目５番７号 柴田　功 他 その他 上水道及び工業用水道又は下水道業務に関する見積作成業務等 県内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 測量 測量一般 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 測量 地図調整 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 測量 航空測量 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 建築 建築積算 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 建築 調査 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 建築 建築工監 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 建築 耐震診断 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 建築 地区計画 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 河川砂防 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 港湾 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 道路 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 上水道 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 下水道 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 農業土木 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 森林土木 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 水産土木 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 都市計画 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 地質 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 土質基礎 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 交通量 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 環境調査 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 分析解析 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 宅地造成 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 資料等 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 土木 交通施設 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 地質 地質調査 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 補償 土地調査 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 補償 土地評価 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 補償 物件 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 補償 機械工作 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 補償 営業補償 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 補償 事業損失 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 補償 補償関連 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 補償 総合補償 市内

（有）日新測量設計 君津市大和田四丁目４番地の２９ 神子　仁 他 その他 家屋調査ー物件調査ー交通量調査ードローン調査ー設計 市内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 測量 測量一般 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 測量 地図調整 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 建築 建築一般 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 建築 意匠 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 建築 構造 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 建築 暖冷房 県内
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（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 建築 衛生 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 建築 電気 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 建築 建築積算 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 建築 機械積算 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 建築 電気積算 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 建築 調査 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 建築 建築工監 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 建築 電気工監 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 建築 機械工監 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 建築 耐震診断 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 河川砂防 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 港湾 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 電力土木 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 道路 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 上水道 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 下水道 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 農業土木 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 森林土木 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 水産土木 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 造園 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 都市計画 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 地質 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 土質基礎 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 鋼構造物 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 トンネル 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 施工計画 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 建設環境 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 機械 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 電気電子 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 廃棄物 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 環境調査 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 分析解析 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 資料等 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 土木 施工管理 県内

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 間山　一典 地質 地質調査 県内

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 建築一般 県外

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 意匠 県外

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 構造 県外

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 暖冷房 県外

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 衛生 県外

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 電気 県外

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 建築積算 県外

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 機械積算 県外

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 電気積算 県外

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 調査 県外

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 建築工監 県外

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 電気工監 県外

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 機械工監 県外

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 耐震診断 県外
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（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 建築 地区計画 県外

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目３４番１４号 濱田　幸一 土木 都市計画 県外

日測（株） 千葉市若葉区みつわ台二丁目４番２号 高橋　洋一 測量 測量一般 県内

日測（株） 千葉市若葉区みつわ台二丁目４番２号 高橋　洋一 測量 地図調整 県内

日測（株） 千葉市若葉区みつわ台二丁目４番２号 高橋　洋一 測量 航空測量 県内

日測（株） 千葉市若葉区みつわ台二丁目４番２号 高橋　洋一 補償 土地調査 県内

日測（株） 千葉市若葉区みつわ台二丁目４番２号 高橋　洋一 補償 物件 県内

日測（株） 千葉市若葉区みつわ台二丁目４番２号 高橋　洋一 補償 機械工作 県内

日測（株） 千葉市若葉区みつわ台二丁目４番２号 高橋　洋一 補償 営業補償 県内

日測（株） 千葉市若葉区みつわ台二丁目４番２号 高橋　洋一 補償 事業損失 県内

日測（株） 千葉市若葉区みつわ台二丁目４番２号 高橋　洋一 補償 補償関連 県内

日鉄環境（株） 東京都港区海岸一丁目９番１号 松村　武彦 測量 測量一般 準市内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 測量 測量一般 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 河川砂防 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 港湾 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 道路 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 造園 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 都市計画 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 地質 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 土質基礎 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 鋼構造物 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 建設環境 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 交通量 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 環境調査 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 分析解析 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 宅地造成 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 資料等 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 土木 交通施設 県内

日本エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目６番３号 堀内　博 地質 地質調査 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 測量 測量一般 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 測量 地図調整 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 測量 航空測量 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 建築一般 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 意匠 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 構造 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 暖冷房 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 衛生 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 電気 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 建築積算 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 機械積算 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 電気積算 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 調査 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 建築工監 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 電気工監 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 機械工監 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 耐震診断 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 建築 地区計画 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 河川砂防 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 港湾 県内
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（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 電力土木 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 道路 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 鉄道 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 上水道 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 下水道 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 農業土木 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 森林土木 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 水産土木 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 造園 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 都市計画 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 地質 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 土質基礎 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 鋼構造物 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 トンネル 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 施工計画 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 建設環境 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 機械 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 電気電子 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 廃棄物 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 交通量 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 環境調査 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 分析解析 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 宅地造成 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 資料等 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 施工管理 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 土木 交通施設 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 地質 地質調査 県内

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 小林　祐太 補償 土地調査 県内

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 建築 地区計画 県外

（一財）日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 阿部　和彦 土木 都市計画 県外

日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘５丁目１６番２１号 中元　章博 土木 交通量 県外

日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘５丁目１６番２１号 中元　章博 土木 環境調査 県外

日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘５丁目１６番２１号 中元　章博 他 その他 アスベスト分析 県外

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 測量 測量一般 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 建築一般 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 意匠 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 構造 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 暖冷房 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 衛生 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 電気 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 建築積算 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 機械積算 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 電気積算 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 調査 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 建築工監 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 電気工監 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 機械工監 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 耐震診断 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 建築 地区計画 県内
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日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 土木 河川砂防 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 土木 上水道 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 土木 下水道 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 土木 土質基礎 県内

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町三丁目１１番２号 内田　浩幸 土木 鋼構造物 県内

（株）日本経済研究所 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 高橋　洋 土木 都市計画 県外

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 建築一般 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 意匠 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 構造 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 暖冷房 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 衛生 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 電気 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 建築積算 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 機械積算 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 電気積算 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 調査 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 建築工監 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 電気工監 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 機械工監 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 耐震診断 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 建築 地区計画 県内

（有）日本建築研究所 流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号 古川　敏夫 他 その他 文化財・史跡名勝等の調査、研究、報告書作成等 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 測量 測量一般 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 測量 地図調整 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 測量 航空測量 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 建築一般 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 意匠 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 構造 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 暖冷房 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 衛生 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 電気 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 建築積算 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 機械積算 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 電気積算 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 調査 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 建築工監 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 電気工監 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 機械工監 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 耐震診断 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 建築 地区計画 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 河川砂防 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 港湾 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 電力土木 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 道路 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 鉄道 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 上水道 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 下水道 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 農業土木 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 森林土木 県内
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日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 水産土木 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 造園 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 都市計画 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 地質 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 土質基礎 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 鋼構造物 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 トンネル 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 施工計画 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 建設環境 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 機械 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 電気電子 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 廃棄物 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 交通量 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 環境調査 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 分析解析 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 宅地造成 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 資料等 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 施工管理 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 土木 交通施設 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 地質 地質調査 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 補償 土地調査 県内

日本工営（株） 東京都千代田区麹町五丁目４番地 新屋　浩明 他 その他 土壌汚染対策法指定調査機関業務ー官民連携業務ーＰＦＩ検討業務 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 測量 測量一般 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 測量 地図調整 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 測量 航空測量 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 建築一般 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 意匠 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 構造 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 暖冷房 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 衛生 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 電気 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 建築積算 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 機械積算 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 電気積算 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 調査 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 建築工監 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 電気工監 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 機械工監 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 耐震診断 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 建築 地区計画 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 河川砂防 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 港湾 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 道路 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 下水道 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 農業土木 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 造園 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 都市計画 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 地質 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 土質基礎 県内
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日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 鋼構造物 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 施工計画 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 建設環境 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 廃棄物 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 交通量 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 環境調査 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 分析解析 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 宅地造成 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 資料等 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 施工管理 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 土木 交通施設 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 地質 地質調査 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 補償 土地調査 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 補償 土地評価 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 補償 物件 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 補償 機械工作 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 補償 営業補償 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 補償 事業損失 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 補償 補償関連 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 補償 総合補償 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 補償 不動産 県内

日本工営都市空間（株） 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 吉田　典明 他 その他 都市計画基礎調査ーワークショップ運営支援ーＰＦＩ・ＰＰＰ関連業務 県内

（株）日本構造橋梁研究所 東京都千代田区岩本町三丁目８番１５号 前田　晴人 測量 測量一般 県外

（株）日本構造橋梁研究所 東京都千代田区岩本町三丁目８番１５号 前田　晴人 土木 道路 県外

（株）日本構造橋梁研究所 東京都千代田区岩本町三丁目８番１５号 前田　晴人 土木 鉄道 県外

（株）日本構造橋梁研究所 東京都千代田区岩本町三丁目８番１５号 前田　晴人 土木 土質基礎 県外

（株）日本構造橋梁研究所 東京都千代田区岩本町三丁目８番１５号 前田　晴人 土木 鋼構造物 県外

（株）日本構造橋梁研究所 東京都千代田区岩本町三丁目８番１５号 前田　晴人 地質 地質調査 県外

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 土木 港湾 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 土木 道路 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 土木 鉄道 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 土木 都市計画 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 土木 建設環境 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 土木 交通量 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 土木 環境調査 県内

（有）日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２丁目３０番地　東名グランドビル８階 井上　英明 土木 分析解析 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 測量 測量一般 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 測量 地図調整 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 測量 航空測量 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 建築 建築一般 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 建築 意匠 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 建築 構造 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 建築 暖冷房 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 建築 衛生 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 建築 電気 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 建築 建築積算 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 建築 機械積算 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 建築 電気積算 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 建築 調査 県内
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日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 河川砂防 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 港湾 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 電力土木 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 道路 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 鉄道 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 上水道 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 下水道 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 農業土木 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 森林土木 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 水産土木 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 造園 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 都市計画 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 地質 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 土質基礎 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 鋼構造物 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 トンネル 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 施工計画 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 建設環境 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 機械 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 電気電子 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 廃棄物 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 交通量 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 環境調査 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 分析解析 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 宅地造成 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 資料等 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 施工管理 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 土木 交通施設 県内

日本シビックコンサルタント（株） 東京都千代田区麹町四丁目２番地 長崎　均 地質 地質調査 県内

（一財）日本消防設備安全センター 東京都港区西新橋三丁目７番１号 北崎　秀一 建築 建築一般 県外

（一財）日本消防設備安全センター 東京都港区西新橋三丁目７番１号 北崎　秀一 土木 電気電子 県外

（一財）日本消防設備安全センター 東京都港区西新橋三丁目７番１号 北崎　秀一 他 その他 防災行政無線ー消防救急無線ー消防指令システム等設計 県外

（株）日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目５０番 岩田　博文 測量 測量一般 県内

（株）日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目５０番 岩田　博文 土木 河川砂防 県内

（株）日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目５０番 岩田　博文 土木 道路 県内

（株）日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目５０番 岩田　博文 土木 上水道 県内

（株）日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目５０番 岩田　博文 土木 下水道 県内

（株）日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目５０番 岩田　博文 土木 農業土木 県内

（株）日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目５０番 岩田　博文 土木 地質 県内

（株）日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目５０番 岩田　博文 土木 土質基礎 県内

（株）日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目５０番 岩田　博文 土木 鋼構造物 県内

（株）日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目５０番 岩田　博文 土木 施工計画 県内

（株）日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目５０番 岩田　博文 地質 地質調査 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 測量 測量一般 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 建築 建築一般 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 建築 意匠 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 建築 構造 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 建築 暖冷房 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 建築 衛生 県内
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日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 建築 電気 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 建築 建築積算 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 建築 機械積算 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 建築 電気積算 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 建築 調査 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 建築 建築工監 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 建築 電気工監 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 建築 機械工監 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 建築 耐震診断 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 河川砂防 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 港湾 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 電力土木 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 上水道 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 下水道 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 農業土木 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 水産土木 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 都市計画 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 地質 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 土質基礎 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 鋼構造物 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 トンネル 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 施工計画 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 建設環境 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 機械 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 電気電子 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 廃棄物 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 環境調査 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 分析解析 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 資料等 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 土木 施工管理 県内

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 地質 地質調査 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 測量 測量一般 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 測量 地図調整 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 建築 建築一般 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 建築 意匠 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 建築 構造 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 建築 暖冷房 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 建築 衛生 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 建築 電気 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 建築 建築積算 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 建築 機械積算 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 建築 電気積算 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 建築 調査 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 建築 建築工監 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 建築 電気工監 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 建築 機械工監 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 建築 耐震診断 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 土木 上水道 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 土木 下水道 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 土木 土質基礎 県内

（株）日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 堀　安弘 地質 地質調査 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 測量 測量一般 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 測量 地図調整 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 河川砂防 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 道路 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 上水道 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 下水道 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 農業土木 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 森林土木 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 造園 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 都市計画 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 土質基礎 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 鋼構造物 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 施工計画 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 建設環境 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 環境調査 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 分析解析 県内

（株）日本精測コンサルタント 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００番地の１ 上杉　俊夫 土木 資料等 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 測量 測量一般 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 測量 地図調整 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 河川砂防 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 港湾 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 電力土木 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 道路 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 鉄道 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 上水道 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 下水道 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 農業土木 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 森林土木 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 水産土木 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 造園 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 都市計画 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 地質 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 土質基礎 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 鋼構造物 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 トンネル 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 施工計画 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 建設環境 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 電気電子 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 交通量 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 環境調査 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 分析解析 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 宅地造成 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 資料等 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 施工管理 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 土木 交通施設 県内

日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町一丁目４番５号 長瀧　信男 地質 地質調査 県内

（株）日本綜合技研 千葉市中央区汐見丘町１９番８号 上原　秀夫 測量 測量一般 県内
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（株）日本綜合技研 千葉市中央区汐見丘町１９番８号 上原　秀夫 測量 地図調整 県内

（株）日本綜合技研 千葉市中央区汐見丘町１９番８号 上原　秀夫 地質 地質調査 県内

（株）日本綜合技研 千葉市中央区汐見丘町１９番８号 上原　秀夫 補償 事業損失 県内

（株）日本地下探査 船橋市本郷町６５８番地２ 佐々木　吾郎 土木 地質 県内

（株）日本地下探査 船橋市本郷町６５８番地２ 佐々木　吾郎 地質 地質調査 県内

（株）日本地下探査 船橋市本郷町６５８番地２ 佐々木　吾郎 他 その他 埋設物、空洞調査（レーダ探査） 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 河川砂防 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 港湾 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 電力土木 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 道路 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 鉄道 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 上水道 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 下水道 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 農業土木 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 森林土木 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 水産土木 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 造園 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 都市計画 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 地質 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 土質基礎 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 鋼構造物 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 トンネル 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 施工計画 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 建設環境 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 機械 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 電気電子 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 廃棄物 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 交通量 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 環境調査 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 分析解析 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 宅地造成 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 資料等 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 施工管理 県内

日本調査（株） 東京都板橋区板橋一丁目４８番１７号 窪田　智光 土木 交通施設 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 測量 測量一般 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 測量 地図調整 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 測量 航空測量 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 建築一般 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 意匠 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 構造 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 暖冷房 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 衛生 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 電気 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 建築積算 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 機械積算 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 電気積算 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 調査 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 建築工監 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 電気工監 県内
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日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 機械工監 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 耐震診断 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 建築 地区計画 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 河川砂防 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 港湾 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 電力土木 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 道路 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 鉄道 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 上水道 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 下水道 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 農業土木 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 森林土木 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 水産土木 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 造園 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 都市計画 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 地質 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 土質基礎 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 鋼構造物 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 トンネル 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 施工計画 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 建設環境 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 機械 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 電気電子 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 廃棄物 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 交通量 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 環境調査 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 分析解析 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 宅地造成 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 資料等 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 施工管理 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 土木 交通施設 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 地質 地質調査 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 補償 土地調査 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 補償 土地評価 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 補償 物件 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 補償 機械工作 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 補償 営業補償 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 補償 事業損失 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 補償 補償関連 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 補償 総合補償 県内

日本データーサービス（株） 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 石原　知樹 他 その他 調査業務 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 測量 測量一般 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 測量 地図調整 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 土木 河川砂防 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 土木 道路 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 土木 上水道 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 土木 下水道 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 土木 造園 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 土木 都市計画 県内
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日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 土木 土質基礎 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 土木 鋼構造物 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 土木 交通量 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 土木 分析解析 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 土木 宅地造成 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 土木 資料等 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 土木 交通施設 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 地質 地質調査 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 補償 土地調査 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 補償 土地評価 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 補償 物件 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 補償 機械工作 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 補償 営業補償 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 補償 事業損失 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 補償 補償関連 県内

日本都市整備（株） 神奈川県横浜市西区北幸二丁目８番２９号　東武横浜第３ビル４Ｆ 清水　雄 他 その他 システム開発ーソフト開発 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 測量 測量一般 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 土木 河川砂防 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 土木 港湾 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 土木 道路 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 土木 鉄道 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 土木 都市計画 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 土木 地質 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 土木 土質基礎 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 土木 建設環境 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 土木 廃棄物 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 土木 環境調査 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 土木 分析解析 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 土木 資料等 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 土木 施工管理 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 地質 地質調査 県内

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 石田　定 他 その他 磁気探査-不発弾探査-地下埋設物調査 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 測量 測量一般 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 測量 地図調整 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 建築 建築一般 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 建築 意匠 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 建築 構造 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 建築 暖冷房 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 建築 衛生 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 建築 電気 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 建築 調査 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 建築 建築工監 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 建築 電気工監 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 建築 機械工監 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 建築 耐震診断 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 建築 地区計画 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 河川砂防 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 港湾 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 電力土木 県内
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商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 道路 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 上水道 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 下水道 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 造園 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 都市計画 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 地質 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 土質基礎 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 鋼構造物 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 トンネル 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 施工計画 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 建設環境 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 機械 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 電気電子 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 交通量 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 環境調査 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 分析解析 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 宅地造成 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 資料等 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 施工管理 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 土木 交通施設 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 地質 地質調査 県内

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 吉津　洋一 他 その他 エネルギー（小水力発電）関係 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 建築一般 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 意匠 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 構造 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 暖冷房 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 衛生 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 電気 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 建築積算 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 機械積算 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 電気積算 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 調査 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 建築工監 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 電気工監 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 機械工監 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 耐震診断 県内

（株）能城綜合企画設計事務所 千葉市中央区末広一丁目２１番９号 能城　浩孝 建築 地区計画 県内

（株）ノガミ 新潟県新潟市江南区曽川甲５２７番地３ 野上　清隆 測量 測量一般 県内

（株）ノガミ 新潟県新潟市江南区曽川甲５２７番地３ 野上　清隆 測量 地図調整 県内

（株）ノガミ 新潟県新潟市江南区曽川甲５２７番地３ 野上　清隆 測量 航空測量 県内

（株）ノガミ 新潟県新潟市江南区曽川甲５２７番地３ 野上　清隆 他 その他 埋蔵文化財発掘調査及び整理作業・報告書作成業務 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 測量 測量一般 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 河川砂防 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 港湾 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 道路 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 上水道 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 下水道 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 農業土木 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 森林土木 県内
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入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 水産土木 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 造園 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 都市計画 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 地質 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 土質基礎 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 鋼構造物 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 トンネル 県内

（株）野崎設計事務所 千葉市中央区新田町６番６号 野崎　英治 土木 宅地造成 県内

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 測量 測量一般 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 測量 地図調整 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 測量 航空測量 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 土木 道路 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 土木 上水道 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 土木 下水道 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 土木 都市計画 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 土木 廃棄物 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 土木 交通量 県外

ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号 平林　貴 土木 資料等 県外

（株）博信技建 船橋市印内町５７０番地１号鎌倉ビル２階 栗原　啓太 補償 事業損失 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 測量 測量一般 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 測量 地図調整 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 測量 航空測量 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 建築 建築積算 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 建築 調査 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 河川砂防 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 電力土木 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 道路 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 上水道 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 下水道 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 農業土木 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 森林土木 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 都市計画 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 地質 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 土質基礎 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 鋼構造物 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 施工計画 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 交通量 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 環境調査 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 分析解析 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 宅地造成 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 資料等 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 施工管理 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 土木 交通施設 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 地質 地質調査 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 補償 土地調査 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 補償 土地評価 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 補償 物件 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 補償 機械工作 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 補償 営業補償 県内
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八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 補償 事業損失 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 補償 補償関連 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 補償 総合補償 県内

八紘測量開発（株） 東金市東新宿１９番地４ 牧野　光秋 他 その他 コンピュータシステム開発-地理情報システム-電算入力 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 測量 測量一般 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 測量 地図調整 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 測量 航空測量 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 河川砂防 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 港湾 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 電力土木 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 道路 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 鉄道 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 上水道 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 下水道 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 農業土木 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 森林土木 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 水産土木 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 造園 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 都市計画 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 地質 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 土質基礎 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 鋼構造物 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 トンネル 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 施工計画 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 建設環境 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 機械 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 電気電子 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 廃棄物 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 交通量 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 環境調査 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 分析解析 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 宅地造成 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 資料等 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 施工管理 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 土木 交通施設 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 地質 地質調査 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 補償 土地調査 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 補償 土地評価 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 補償 物件 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 補償 機械工作 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 補償 営業補償 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 補償 事業損失 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 補償 補償関連 県内

（株）八州 東京都江東区木場五丁目８番４０号 武部　泰三 補償 総合補償 県内

（株）英設計事務所 東京都北区王子二丁目３２番７号 町田　光三 測量 測量一般 県内

（株）英設計事務所 東京都北区王子二丁目３２番７号 町田　光三 測量 地図調整 県内

（株）英設計事務所 東京都北区王子二丁目３２番７号 町田　光三 土木 道路 県内

（株）英設計事務所 東京都北区王子二丁目３２番７号 町田　光三 土木 上水道 県内

（株）英設計事務所 東京都北区王子二丁目３２番７号 町田　光三 土木 下水道 県内
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（株）英設計事務所 東京都北区王子二丁目３２番７号 町田　光三 土木 農業土木 県内

（株）英設計事務所 東京都北区王子二丁目３２番７号 町田　光三 土木 造園 県内

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 測量 測量一般 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 測量 地図調整 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 建築 建築一般 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 建築 意匠 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 建築 構造 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 河川砂防 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 道路 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 鉄道 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 上水道 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 下水道 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 農業土木 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 森林土木 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 水産土木 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 造園 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 都市計画 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 地質 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 土質基礎 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 鋼構造物 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 トンネル 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 施工計画 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 建設環境 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 廃棄物 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 交通量 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 環境調査 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 分析解析 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 宅地造成 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 資料等 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 施工管理 県外

パシコン技術管理（株） 東京都品川区西五反田一丁目３１番１号 上野　次男 土木 交通施設 県外

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 測量 測量一般 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 測量 地図調整 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 測量 航空測量 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 建築 建築一般 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 建築 意匠 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 建築 構造 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 建築 暖冷房 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 建築 衛生 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 建築 電気 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 建築 調査 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 建築 建築工監 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 建築 電気工監 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 建築 機械工監 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 建築 耐震診断 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 建築 地区計画 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 河川砂防 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 港湾 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 電力土木 県内
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パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 道路 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 鉄道 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 上水道 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 下水道 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 農業土木 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 水産土木 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 造園 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 都市計画 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 地質 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 土質基礎 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 鋼構造物 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 トンネル 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 施工計画 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 建設環境 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 機械 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 電気電子 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 廃棄物 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 交通量 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 環境調査 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 分析解析 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 宅地造成 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 資料等 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 施工管理 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 土木 交通施設 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 地質 地質調査 県内

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 大本　修 他 その他 PFIーPPPーNPM 県内

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 測量 測量一般 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 測量 地図調整 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 測量 航空測量 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 河川砂防 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 港湾 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 電力土木 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 道路 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 鉄道 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 上水道 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 下水道 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 農業土木 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 森林土木 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 水産土木 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 造園 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 都市計画 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 地質 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 土質基礎 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 鋼構造物 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 トンネル 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 施工計画 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 建設環境 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 機械 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 電気電子 県外
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パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 廃棄物 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 交通量 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 環境調査 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 分析解析 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 宅地造成 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 資料等 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 施工管理 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 土木 交通施設 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 地質 地質調査 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 補償 土地調査 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 補償 土地評価 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 補償 物件 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 補償 機械工作 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 補償 営業補償 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 補償 事業損失 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 補償 補償関連 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 補償 総合補償 県外

パスキン工業（株） 栃木県宇都宮市野沢町６４０番地の４ 佐藤　靖 他 その他 診断関連業務 県外

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 測量 測量一般 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 測量 地図調整 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 測量 航空測量 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 建築一般 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 意匠 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 構造 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 暖冷房 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 衛生 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 電気 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 建築積算 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 機械積算 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 電気積算 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 調査 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 建築工監 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 電気工監 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 機械工監 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 耐震診断 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 建築 地区計画 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 河川砂防 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 港湾 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 電力土木 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 道路 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 鉄道 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 上水道 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 下水道 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 農業土木 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 森林土木 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 水産土木 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 造園 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 都市計画 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 地質 県内
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（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 土質基礎 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 鋼構造物 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 トンネル 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 施工計画 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 建設環境 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 機械 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 電気電子 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 廃棄物 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 交通量 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 環境調査 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 分析解析 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 宅地造成 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 資料等 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 施工管理 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 土木 交通施設 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 地質 地質調査 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 補償 土地調査 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 補償 土地評価 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 補償 物件 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 補償 機械工作 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 補償 営業補償 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 補償 事業損失 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 補償 補償関連 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 補償 総合補償 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 補償 不動産 県内

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 他 その他 埋蔵文化財発掘調査 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 河川砂防 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 道路 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 上水道 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 下水道 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 農業土木 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 造園 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 都市計画 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 地質 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 土質基礎 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 鋼構造物 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 施工計画 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 環境調査 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 分析解析 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 宅地造成 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 資料等 県内

（株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目４６４番地１ 星野　達 土木 施工管理 県内

（株）ひかり測量 千葉市若葉区千城台南四丁目１２番３５号 川崎　光男 測量 測量一般 県内

（株）ひかり測量 千葉市若葉区千城台南四丁目１２番３５号 川崎　光男 測量 地図調整 県内

（株）ひかり測量 千葉市若葉区千城台南四丁目１２番３５号 川崎　光男 測量 航空測量 県内

（株）ひかり測量 千葉市若葉区千城台南四丁目１２番３５号 川崎　光男 他 その他 登記業務 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 測量 測量一般 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 測量 地図調整 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 測量 航空測量 県内
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東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 建築 建築一般 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 建築 調査 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 建築 地区計画 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 河川砂防 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 道路 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 鉄道 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 上水道 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 下水道 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 造園 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 都市計画 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 土質基礎 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 鋼構造物 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 トンネル 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 施工計画 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 建設環境 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 交通量 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 環境調査 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 分析解析 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 宅地造成 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 資料等 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 施工管理 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 土木 交通施設 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 補償 土地調査 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 補償 土地評価 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 補償 物件 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 補償 事業損失 県内

東日本総合計画（株） 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目１１番地５ 樋口　智彦 補償 補償関連 県内

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 建築一般 県外

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 意匠 県外

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 構造 県外

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 暖冷房 県外

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 衛生 県外

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 電気 県外

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 建築積算 県外

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 機械積算 県外

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 電気積算 県外

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 調査 県外

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 建築工監 県外

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 電気工監 県外

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 機械工監 県外

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 耐震診断 県外

（株）日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目１１番７号 山田　直明 建築 地区計画 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 測量 測量一般 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 測量 地図調整 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 測量 航空測量 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 土木 道路 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 土木 上水道 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 土木 下水道 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 土木 都市計画 県外
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（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 土木 環境調査 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 土木 分析解析 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 土木 資料等 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 補償 土地調査 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 補償 土地評価 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 補償 物件 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 補償 機械工作 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 補償 営業補償 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 補償 事業損失 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 補償 補償関連 県外

（株）日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４号 今村　政夫 補償 総合補償 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 建築一般 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 意匠 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 構造 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 暖冷房 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 衛生 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 電気 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 建築積算 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 機械積算 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 電気積算 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 調査 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 建築工監 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 電気工監 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 機械工監 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 耐震診断 県外

平田建築設計（株） 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 平田　裕之 建築 地区計画 県外

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 建築一般 県内

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 意匠 県内

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 構造 県内

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 暖冷房 県内

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 衛生 県内

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 電気 県内

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 建築積算 県内

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 機械積算 県内

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 電気積算 県内

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 調査 県内

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 建築工監 県内

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 電気工監 県内

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 機械工監 県内

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 耐震診断 県内

（株）ビルケン 印旛郡栄町安食台三丁目３０番２号 三塚　傳 建築 地区計画 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 土木 河川砂防 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 土木 上水道 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 土木 下水道 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 土木 農業土木 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 土木 地質 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 土木 建設環境 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 土木 廃棄物 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 土木 交通量 県内
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（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 土木 環境調査 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 土木 分析解析 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 土木 資料等 県内

（株）ＰＣＥＲ 流山市鰭ヶ崎４７４番地 笠井　睦 他 その他 計量証明事業 県内

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 測量 測量一般 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 測量 地図調整 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 測量 航空測量 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 河川砂防 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 港湾 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 電力土木 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 道路 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 鉄道 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 上水道 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 下水道 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 農業土木 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 森林土木 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 水産土木 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 造園 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 都市計画 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 地質 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 土質基礎 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 鋼構造物 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 トンネル 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 施工計画 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 建設環境 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 機械 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 電気電子 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 廃棄物 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 交通量 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 環境調査 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 分析解析 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 宅地造成 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 資料等 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 施工管理 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 土木 交通施設 県外

（株）ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉三丁目１８番１３号 荘司　和彦 地質 地質調査 県外

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 測量 測量一般 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 河川砂防 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 港湾 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 電力土木 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 道路 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 鉄道 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 上水道 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 下水道 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 農業土木 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 森林土木 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 水産土木 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 造園 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 都市計画 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 地質 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 土質基礎 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 鋼構造物 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 トンネル 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 施工計画 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 建設環境 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 機械 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 電気電子 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 廃棄物 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 交通量 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 環境調査 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 分析解析 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 宅地造成 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 資料等 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 施工管理 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 土木 交通施設 県内

（株）吹上技研コンサルタント 京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目１４番地２ 吹上　範子 地質 地質調査 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 測量 測量一般 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 建築 建築一般 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 河川砂防 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 港湾 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 道路 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 鉄道 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 造園 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 都市計画 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 地質 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 土質基礎 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 鋼構造物 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 トンネル 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 施工計画 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 建設環境 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 交通量 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 環境調査 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 分析解析 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 宅地造成 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 資料等 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 施工管理 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 土木 交通施設 県内

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 福島　宏治 地質 地質調査 県内

（有）富士鑑定 成田市加良部六丁目６番地１（１０１号） 笹野　善基 補償 不動産 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 測量 測量一般 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 測量 地図調整 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 測量 航空測量 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 建築一般 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 意匠 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 構造 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 暖冷房 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 衛生 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 電気 県内
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（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 建築積算 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 機械積算 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 電気積算 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 調査 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 建築工監 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 電気工監 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 機械工監 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 耐震診断 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 建築 地区計画 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 土木 都市計画 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 土木 地質 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 土木 土質基礎 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 土木 交通量 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 土木 環境調査 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 土木 分析解析 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 土木 宅地造成 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 土木 資料等 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 土木 施工管理 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 地質 地質調査 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 補償 土地調査 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 補償 土地評価 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 補償 物件 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 補償 機械工作 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 補償 営業補償 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 補償 事業損失 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 補償 補償関連 県内

（株）富士技術サービス 野田市尾崎３２番地１ 渡辺　司 補償 総合補償 県内

（有）藤田不動産鑑定事務所 松戸市日暮二丁目３番地の１５ 藤田　宗晴 補償 土地評価 県内

（有）藤田不動産鑑定事務所 松戸市日暮二丁目３番地の１５ 藤田　宗晴 補償 不動産 県内

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 測量 測量一般 県外

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 測量 地図調整 県外

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 土木 上水道 県外

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 土木 下水道 県外

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 地質 地質調査 県外

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 深澤　貴 他 その他 電算関係、TVカメラ調査、不明水調査 県外

（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 建築一般 県内

（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 意匠 県内

（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 構造 県内

（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 暖冷房 県内

（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 衛生 県内

（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 電気 県内

（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 建築積算 県内

（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 機械積算 県内

（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 電気積算 県内

（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 調査 県内

（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 建築工監 県内

（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 電気工監 県内

（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 機械工監 県内

（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 耐震診断 県内
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（株）フジプラン 八千代市大和田新田６番地３０ 齋藤　博 建築 地区計画 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 測量 測量一般 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 測量 地図調整 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 測量 航空測量 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 建築 建築一般 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 建築 調査 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 建築 耐震診断 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 建築 地区計画 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 河川砂防 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 港湾 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 道路 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 鉄道 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 上水道 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 下水道 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 農業土木 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 森林土木 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 水産土木 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 造園 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 都市計画 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 地質 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 土質基礎 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 鋼構造物 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 トンネル 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 施工計画 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 建設環境 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 廃棄物 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 交通量 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 環境調査 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 分析解析 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 宅地造成 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 資料等 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 施工管理 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 土木 交通施設 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 地質 地質調査 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 補償 土地調査 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 補償 土地評価 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 補償 物件 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 補償 機械工作 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 補償 営業補償 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 補償 事業損失 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 補償 補償関連 県内

（株）フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 藤山　義修 補償 総合補償 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 測量 測量一般 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 測量 地図調整 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 土木 道路 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 土木 都市計画 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 土木 交通量 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 土木 環境調査 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 土木 分析解析 県内
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（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 土木 宅地造成 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 土木 資料等 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 補償 土地調査 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 補償 土地評価 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 補償 物件 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 補償 機械工作 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 補償 営業補償 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 補償 事業損失 県内

（株）双葉 東京都豊島区目白三丁目１４番８号 野崎　雄平 補償 補償関連 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 測量 測量一般 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 建築 建築一般 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 建築 意匠 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 建築 構造 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 建築 調査 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 建築 建築工監 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 建築 耐震診断 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 建築 地区計画 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 河川砂防 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 港湾 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 道路 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 鉄道 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 下水道 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 都市計画 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 土質基礎 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 鋼構造物 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 トンネル 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 施工計画 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 建設環境 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 交通量 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 環境調査 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 分析解析 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 宅地造成 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 資料等 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 施工管理 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 土木 交通施設 県内

（株）復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 川村　栄一郎 地質 地質調査 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 測量 測量一般 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 測量 地図調整 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 測量 航空測量 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 河川砂防 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 港湾 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 道路 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 鉄道 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 上水道 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 下水道 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 農業土木 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 造園 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 都市計画 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 地質 県内
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（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 土質基礎 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 鋼構造物 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 トンネル 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 施工計画 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 建設環境 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 廃棄物 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 交通量 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 環境調査 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 分析解析 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 宅地造成 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 資料等 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 施工管理 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 土木 交通施設 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 地質 地質調査 県内

（株）復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 菅原　稔郎 補償 土地調査 県内

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 測量 測量一般 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 測量 地図調整 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 測量 航空測量 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 建築一般 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 意匠 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 構造 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 暖冷房 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 衛生 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 電気 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 建築積算 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 機械積算 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 電気積算 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 調査 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 建築工監 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 電気工監 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 機械工監 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 耐震診断 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 建築 地区計画 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 河川砂防 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 港湾 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 道路 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 鉄道 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 上水道 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 下水道 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 農業土木 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 森林土木 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 水産土木 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 造園 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 都市計画 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 地質 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 土質基礎 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 鋼構造物 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 トンネル 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 施工計画 県外
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復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 建設環境 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 電気電子 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 廃棄物 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 交通量 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 環境調査 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 分析解析 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 宅地造成 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 資料等 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 施工管理 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 土木 交通施設 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 地質 地質調査 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 補償 土地調査 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 補償 土地評価 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 補償 物件 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 補償 機械工作 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 補償 営業補償 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 補償 事業損失 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 補償 補償関連 県外

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 來山　尚義 補償 総合補償 県外

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 測量 測量一般 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 測量 地図調整 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 土木 河川砂防 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 土木 港湾 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 土木 道路 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 土木 上水道 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 土木 下水道 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 土木 農業土木 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 土木 森林土木 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 土木 水産土木 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 土木 都市計画 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 土木 交通量 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 土木 環境調査 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 土木 資料等 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 土木 施工管理 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 補償 土地調査 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 補償 物件 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 補償 補償関連 市内

（株）富津測量 富津市湊１０８９番地２ 佐久間　美晴 他 その他 土地家屋調査士業務（登記申請） 市内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 測量 測量一般 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 建築一般 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 意匠 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 構造 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 暖冷房 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 衛生 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 電気 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 建築積算 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 機械積算 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 電気積算 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 調査 県内
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冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 建築工監 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 電気工監 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 機械工監 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 耐震診断 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 建築 地区計画 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 河川砂防 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 港湾 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 電力土木 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 道路 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 鉄道 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 上水道 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 下水道 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 農業土木 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 森林土木 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 水産土木 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 造園 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 都市計画 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 地質 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 土質基礎 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 鋼構造物 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 トンネル 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 施工計画 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 建設環境 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 機械 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 電気電子 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 廃棄物 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 交通量 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 環境調査 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 分析解析 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 宅地造成 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 資料等 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 施工管理 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 土木 交通施設 県内

冨洋設計（株） 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 富高　彰一 地質 地質調査 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 建築一般 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 意匠 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 構造 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 暖冷房 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 衛生 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 電気 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 建築積算 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 機械積算 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 電気積算 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 調査 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 建築工監 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 電気工監 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 機械工監 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 耐震診断 県内

（株）古里設計 柏市増尾５丁目２番７号 古里　正 建築 地区計画 県内
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（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 測量 測量一般 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 測量 地図調整 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 測量 航空測量 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 河川砂防 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 港湾 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 電力土木 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 道路 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 鉄道 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 上水道 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 下水道 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 農業土木 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 森林土木 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 都市計画 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 鋼構造物 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 トンネル 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 交通量 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 環境調査 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 土木 資料等 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 補償 土地調査 市内

（株）ＶＳサービス 木更津市茅野１０７７番地１１ 桑田　正輝 他 その他 GIS 市内

（株）武揚堂 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 小島　武也 測量 地図調整 県内

ベックス（株） 東京都千代田区神田多町二丁目２番地　神田２１ビル６階 岡崎　明晃 建築 建築一般 県外

ベックス（株） 東京都千代田区神田多町二丁目２番地　神田２１ビル６階 岡崎　明晃 建築 調査 県外

ベックス（株） 東京都千代田区神田多町二丁目２番地　神田２１ビル６階 岡崎　明晃 他 その他 市街地再開発事業，都市拠点整備事業，ニュータウン開発事業 県外

北印測量設計（株） 印西市戸神１２９番地２ 平川　斉 測量 測量一般 県内

北印測量設計（株） 印西市戸神１２９番地２ 平川　斉 測量 地図調整 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 測量 測量一般 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 測量 航空測量 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 建築 建築一般 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 建築 調査 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 建築 耐震診断 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 河川砂防 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 港湾 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 電力土木 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 道路 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 鉄道 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 上水道 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 下水道 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 農業土木 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 都市計画 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 地質 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 土質基礎 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 鋼構造物 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 トンネル 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 建設環境 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 分析解析 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 土木 資料等 県内

（株）保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目１１番９号 天野　勲 地質 地質調査 県内

北海道地図（株） 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 小林　毅一 測量 測量一般 県内
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北海道地図（株） 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 小林　毅一 測量 地図調整 県内

北海道地図（株） 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 小林　毅一 測量 航空測量 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 測量 測量一般 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 測量 地図調整 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 測量 航空測量 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 河川砂防 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 港湾 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 道路 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 上水道 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 下水道 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 農業土木 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 森林土木 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 水産土木 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 造園 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 都市計画 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 地質 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 土質基礎 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 鋼構造物 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 施工計画 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 建設環境 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 機械 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 電気電子 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 交通量 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 環境調査 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 宅地造成 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 資料等 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 施工管理 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 土木 交通施設 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 地質 地質調査 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 補償 土地調査 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 補償 土地評価 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 補償 物件 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 補償 機械工作 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 補償 営業補償 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 補償 事業損失 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 補償 補償関連 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 補償 総合補償 県内

（株）本州 埼玉県川口市東川口五丁目１０番３３号 福重　政数 他 その他 資料整備-資料収集-情報システム-地理情報-ＧＩＳ 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 測量 測量一般 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 測量 地図調整 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 測量 航空測量 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 河川砂防 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 港湾 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 電力土木 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 道路 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 鉄道 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 上水道 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 下水道 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 農業土木 県内
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（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 森林土木 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 水産土木 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 造園 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 都市計画 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 地質 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 土質基礎 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 鋼構造物 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 トンネル 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 施工計画 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 建設環境 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 機械 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 電気電子 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 廃棄物 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 交通量 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 環境調査 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 分析解析 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 宅地造成 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 資料等 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 施工管理 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 土木 交通施設 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 地質 地質調査 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 補償 土地調査 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 補償 土地評価 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 補償 物件 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 補償 機械工作 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 補償 営業補償 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 補償 事業損失 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 補償 補償関連 県内

（株）ボーソーテック 千葉市若葉区都賀四丁目８番１８号ショー・エム都賀２０１号 柴　一規 補償 総合補償 県内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 建築 調査 準市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 他 その他 防火対象物点検　防災管理点検　防火設備点検 準市内

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 建築 意匠 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 建築 調査 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 建築 地区計画 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 土木 造園 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 土木 都市計画 県外

（株）ポリテック・エイディディ 東京都中央区新富一丁目１８番８号 望月　宣典 土木 建設環境 県外

前田測量（株） 君津市西坂田二丁目１番１６号 前田　博一 測量 測量一般 市内

前田測量（株） 君津市西坂田二丁目１番１６号 前田　博一 測量 地図調整 市内

前田測量（株） 君津市西坂田二丁目１番１６号 前田　博一 測量 航空測量 市内

前田測量（株） 君津市西坂田二丁目１番１６号 前田　博一 補償 土地調査 市内

前田測量（株） 君津市西坂田二丁目１番１６号 前田　博一 補償 物件 市内

前田測量（株） 君津市西坂田二丁目１番１６号 前田　博一 補償 事業損失 市内

前田測量（株） 君津市西坂田二丁目１番１６号 前田　博一 他 その他 土地家屋調査士業務 市内

（有）牧野測量 富津市下飯野３２番地 牧野　正行 測量 測量一般 市内

（有）牧野測量 富津市下飯野３２番地 牧野　正行 測量 地図調整 市内

（有）牧野測量 富津市下飯野３２番地 牧野　正行 測量 航空測量 市内

（有）牧野測量 富津市下飯野３２番地 牧野　正行 他 その他 家屋調査 市内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 測量 測量一般 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）
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（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 建築一般 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 意匠 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 構造 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 暖冷房 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 衛生 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 電気 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 建築積算 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 機械積算 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 電気積算 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 調査 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 建築工監 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 電気工監 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 機械工監 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 耐震診断 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 建築 地区計画 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 河川砂防 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 道路 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 上水道 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 下水道 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 造園 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 都市計画 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 土質基礎 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 鋼構造物 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 建設環境 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 交通量 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 環境調査 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 分析解析 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 宅地造成 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 資料等 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 施工管理 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 土木 交通施設 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 地質 地質調査 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 補償 土地調査 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 補償 土地評価 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 補償 物件 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 補償 機械工作 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 補償 営業補償 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 補償 事業損失 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 補償 補償関連 県内

（株）間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９丁目４番７号 間瀬　哲 補償 総合補償 県内

（株）松尾設計 福岡県北九州市八幡東区西本町二丁目５番５号 松尾　禎泰 測量 測量一般 準市内

（株）松尾設計 福岡県北九州市八幡東区西本町二丁目５番５号 松尾　禎泰 土木 河川砂防 準市内

（株）松尾設計 福岡県北九州市八幡東区西本町二丁目５番５号 松尾　禎泰 土木 道路 準市内

（株）松尾設計 福岡県北九州市八幡東区西本町二丁目５番５号 松尾　禎泰 土木 上水道 準市内

（株）松尾設計 福岡県北九州市八幡東区西本町二丁目５番５号 松尾　禎泰 土木 下水道 準市内

（株）松尾設計 福岡県北九州市八幡東区西本町二丁目５番５号 松尾　禎泰 土木 都市計画 準市内

（株）松尾設計 福岡県北九州市八幡東区西本町二丁目５番５号 松尾　禎泰 土木 地質 準市内

（株）松尾設計 福岡県北九州市八幡東区西本町二丁目５番５号 松尾　禎泰 土木 土質基礎 準市内

（株）松尾設計 福岡県北九州市八幡東区西本町二丁目５番５号 松尾　禎泰 土木 鋼構造物 準市内
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（株）松尾設計 福岡県北九州市八幡東区西本町二丁目５番５号 松尾　禎泰 土木 宅地造成 準市内

（株）松尾設計 福岡県北九州市八幡東区西本町二丁目５番５号 松尾　禎泰 地質 地質調査 準市内

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 建築一般 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 意匠 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 構造 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 暖冷房 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 衛生 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 電気 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 建築積算 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 機械積算 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 電気積算 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 調査 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 建築工監 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 電気工監 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 機械工監 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 耐震診断 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 建築 地区計画 県外

（株）松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 松下　充孝 補償 物件 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 建築一般 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 意匠 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 構造 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 暖冷房 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 衛生 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 電気 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 建築積算 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 機械積算 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 電気積算 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 調査 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 建築工監 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 電気工監 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 機械工監 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 耐震診断 県外

（株）丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号 丸川　眞太郎 建築 地区計画 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 建築一般 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 意匠 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 構造 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 暖冷房 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 衛生 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 電気 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 建築積算 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 機械積算 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 電気積算 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 調査 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 建築工監 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 電気工監 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 機械工監 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 耐震診断 県外

（株）マルタ設計 東京都千代田区神田須田町一丁目２６番地 丸田　潤 建築 地区計画 県外

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 測量 測量一般 県内
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（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 測量 地図調整 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 測量 航空測量 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 建築 意匠 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 建築 構造 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 建築 調査 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 建築 耐震診断 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 建築 地区計画 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 河川砂防 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 港湾 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 道路 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 上水道 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 下水道 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 農業土木 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 森林土木 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 都市計画 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 地質 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 土質基礎 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 施工計画 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 建設環境 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 交通量 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 環境調査 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 分析解析 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 宅地造成 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 資料等 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 施工管理 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 土木 交通施設 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 地質 地質調査 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 補償 土地調査 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 補償 物件 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 補償 不動産 県内

（株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 吉冨　明 他 その他 住居表示-町名地番整理-台帳整備-台帳照合-財産台帳 県内

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 建築一般 県外

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 意匠 県外

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 構造 県外

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 暖冷房 県外

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 衛生 県外

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 電気 県外

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 建築積算 県外

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 機械積算 県外

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 電気積算 県外

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 調査 県外

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 建築工監 県外

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 電気工監 県外

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 機械工監 県外

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 耐震診断 県外

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 益子　一彦 建築 地区計画 県外

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 測量 測量一般 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 測量 地図調整 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 測量 航空測量 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 建築 建築一般 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 建築 意匠 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 建築 構造 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 建築 調査 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 建築 地区計画 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 河川砂防 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 港湾 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 電力土木 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 道路 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 鉄道 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 上水道 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 下水道 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 農業土木 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 森林土木 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 水産土木 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 造園 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 都市計画 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 地質 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 土質基礎 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 鋼構造物 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 トンネル 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 施工計画 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 建設環境 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 機械 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 電気電子 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 廃棄物 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 交通量 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 環境調査 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 分析解析 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 宅地造成 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 資料等 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 施工管理 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 土木 交通施設 県内

三井共同建設コンサルタント（株）　 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 地質 地質調査 県内

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 建築一般 県外

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 意匠 県外

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 構造 県外

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 暖冷房 県外

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 衛生 県外

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 電気 県外

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 建築積算 県外

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 機械積算 県外

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 電気積算 県外

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 調査 県外

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 建築工監 県外

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 電気工監 県外

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 機械工監 県外

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 耐震診断 県外

（株）三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目２番８号 武藤　昭 建築 地区計画 県外
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（株）緑の風景計画 東京都世田谷区駒沢二丁目６番１６号 前島　久美子 測量 測量一般 県外

（株）緑の風景計画 東京都世田谷区駒沢二丁目６番１６号 前島　久美子 測量 地図調整 県外

（株）緑の風景計画 東京都世田谷区駒沢二丁目６番１６号 前島　久美子 建築 建築一般 県外

（株）緑の風景計画 東京都世田谷区駒沢二丁目６番１６号 前島　久美子 建築 意匠 県外

（株）緑の風景計画 東京都世田谷区駒沢二丁目６番１６号 前島　久美子 建築 暖冷房 県外

（株）緑の風景計画 東京都世田谷区駒沢二丁目６番１６号 前島　久美子 建築 衛生 県外

（株）緑の風景計画 東京都世田谷区駒沢二丁目６番１６号 前島　久美子 建築 建築工監 県外

（株）緑の風景計画 東京都世田谷区駒沢二丁目６番１６号 前島　久美子 土木 造園 県外

（株）緑の風景計画 東京都世田谷区駒沢二丁目６番１６号 前島　久美子 土木 都市計画 県外

（株）緑の風景計画 東京都世田谷区駒沢二丁目６番１６号 前島　久美子 土木 建設環境 県外

（有）三原不動産鑑定システム 船橋市前貝塚町３６６番地５９ 三原　良作 補償 土地評価 県内

（有）三原不動産鑑定システム 船橋市前貝塚町３６６番地５９ 三原　良作 補償 不動産 県内

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 建築一般 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 意匠 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 構造 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 暖冷房 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 衛生 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 電気 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 建築積算 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 機械積算 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 電気積算 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 調査 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 建築工監 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 電気工監 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 機械工監 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 耐震診断 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 建築 地区計画 県外

（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５番６号 宮本　博 土木 鋼構造物 県外

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 測量 測量一般 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 測量 地図調整 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 測量 航空測量 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 河川砂防 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 道路 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 鉄道 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 上水道 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 下水道 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 農業土木 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 森林土木 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 水産土木 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 造園 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 都市計画 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 交通量 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 環境調査 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 宅地造成 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 資料等 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 土木 施工管理 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 補償 土地調査 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 補償 土地評価 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 補償 物件 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 補償 機械工作 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 補償 営業補償 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 補償 事業損失 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 補償 補償関連 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 補償 総合補償 県内

（株）美幸測量 茂原市押日５９５番地５ 石井　丈晴 他 その他 土地家屋調査士 県内

みらい測量（株） 木更津市矢那３６９０番地１５ 平野　智久 測量 測量一般 市内

（株）村井敬合同設計 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号　東京オペラシティタワー８Ｆ 村井　敬 建築 建築一般 県外

（株）村井敬合同設計 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号　東京オペラシティタワー８Ｆ 村井　敬 建築 意匠 県外

（株）村井敬合同設計 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号　東京オペラシティタワー８Ｆ 村井　敬 建築 構造 県外

（株）村井敬合同設計 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号　東京オペラシティタワー８Ｆ 村井　敬 建築 調査 県外

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 測量 測量一般 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 河川砂防 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 港湾 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 電力土木 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 道路 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 鉄道 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 下水道 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 農業土木 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 森林土木 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 水産土木 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 造園 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 都市計画 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 地質 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 土質基礎 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 鋼構造物 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 トンネル 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 施工計画 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 建設環境 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 交通量 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 環境調査 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 分析解析 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 宅地造成 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 土木 施工管理 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 地質 地質調査 県内

明治コンサルタント（株） 北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 原口　勝則 他 その他 土壌・地下水汚染調査 県内

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 大貫　美 建築 建築一般 県外

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 大貫　美 建築 意匠 県外

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 大貫　美 建築 構造 県外

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 大貫　美 建築 暖冷房 県外

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 大貫　美 建築 衛生 県外

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 大貫　美 建築 電気 県外

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 大貫　美 建築 建築積算 県外

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 大貫　美 建築 機械積算 県外

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 大貫　美 建築 電気積算 県外

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 大貫　美 建築 調査 県外

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 大貫　美 建築 建築工監 県外

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 大貫　美 建築 電気工監 県外

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 大貫　美 建築 機械工監 県外
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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 大貫　美 建築 耐震診断 県外

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 大貫　美 建築 地区計画 県外

メトロ設計（株） 東京都台東区下谷一丁目１１番１５号 小林　一雄 測量 測量一般 県内

メトロ設計（株） 東京都台東区下谷一丁目１１番１５号 小林　一雄 建築 建築一般 県内

メトロ設計（株） 東京都台東区下谷一丁目１１番１５号 小林　一雄 建築 意匠 県内

メトロ設計（株） 東京都台東区下谷一丁目１１番１５号 小林　一雄 建築 建築工監 県内

メトロ設計（株） 東京都台東区下谷一丁目１１番１５号 小林　一雄 土木 道路 県内

メトロ設計（株） 東京都台東区下谷一丁目１１番１５号 小林　一雄 土木 鉄道 県内

メトロ設計（株） 東京都台東区下谷一丁目１１番１５号 小林　一雄 土木 上水道 県内

メトロ設計（株） 東京都台東区下谷一丁目１１番１５号 小林　一雄 土木 下水道 県内

メトロ設計（株） 東京都台東区下谷一丁目１１番１５号 小林　一雄 土木 都市計画 県内

メトロ設計（株） 東京都台東区下谷一丁目１１番１５号 小林　一雄 土木 鋼構造物 県内

メトロ設計（株） 東京都台東区下谷一丁目１１番１５号 小林　一雄 土木 トンネル 県内

メトロ設計（株） 東京都台東区下谷一丁目１１番１５号 小林　一雄 土木 資料等 県内

メトロ設計（株） 東京都台東区下谷一丁目１１番１５号 小林　一雄 土木 施工管理 県内

メトロ設計（株） 東京都台東区下谷一丁目１１番１５号 小林　一雄 土木 交通施設 県内

（株）八雲コンサルタント 東京都新宿区北新宿一丁目４番７号 高村　信孝 補償 土地調査 県外

（株）八雲コンサルタント 東京都新宿区北新宿一丁目４番７号 高村　信孝 補償 土地評価 県外

（株）八雲コンサルタント 東京都新宿区北新宿一丁目４番７号 高村　信孝 補償 物件 県外

（株）八雲コンサルタント 東京都新宿区北新宿一丁目４番７号 高村　信孝 補償 機械工作 県外

（株）八雲コンサルタント 東京都新宿区北新宿一丁目４番７号 高村　信孝 補償 営業補償 県外

（株）八雲コンサルタント 東京都新宿区北新宿一丁目４番７号 高村　信孝 補償 事業損失 県外

（株）八雲コンサルタント 東京都新宿区北新宿一丁目４番７号 高村　信孝 補償 補償関連 県外

（株）八雲コンサルタント 東京都新宿区北新宿一丁目４番７号 高村　信孝 補償 総合補償 県外

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 建築一般 県内

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 意匠 県内

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 構造 県内

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 暖冷房 県内

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 衛生 県内

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 電気 県内

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 建築積算 県内

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 機械積算 県内

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 電気積算 県内

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 調査 県内

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 建築工監 県内

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 電気工監 県内

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 機械工監 県内

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 耐震診断 県内

（株）矢崎建築設計事務所 茂原市道表６番地１ 矢崎　武司 建築 地区計画 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 測量 測量一般 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 測量 地図調整 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 測量 航空測量 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 土木 河川砂防 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 土木 港湾 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 土木 道路 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 土木 鉄道 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 土木 上水道 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 土木 下水道 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 土木 農業土木 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 土木 都市計画 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 土木 建設環境 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 土木 交通量 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 土木 環境調査 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 土木 分析解析 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 土木 宅地造成 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 土木 資料等 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 補償 土地調査 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 補償 土地評価 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 補償 物件 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 補償 機械工作 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 補償 営業補償 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 補償 事業損失 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 補償 補償関連 県内

（株）ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３番２２号 井原　功 補償 総合補償 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 測量 測量一般 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 測量 地図調整 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 建築一般 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 意匠 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 構造 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 暖冷房 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 衛生 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 電気 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 建築積算 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 機械積算 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 電気積算 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 調査 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 建築工監 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 電気工監 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 機械工監 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 耐震診断 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 建築 地区計画 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 河川砂防 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 港湾 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 電力土木 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 道路 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 鉄道 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 上水道 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 下水道 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 水産土木 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 造園 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 都市計画 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 地質 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 土質基礎 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 鋼構造物 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 トンネル 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 施工計画 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 建設環境 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 機械 県内
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八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 電気電子 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 廃棄物 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 交通量 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 環境調査 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 分析解析 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 宅地造成 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 資料等 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 施工管理 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 土木 交通施設 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 地質 地質調査 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 補償 土地調査 県内

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 高橋　努 補償 補償関連 県内

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 建築一般 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 意匠 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 構造 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 暖冷房 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 衛生 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 電気 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 建築積算 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 機械積算 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 電気積算 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 調査 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 建築工監 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 電気工監 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 機械工監 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 耐震診断 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 建築 地区計画 県外

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６番１号 藤田　秀夫 土木 都市計画 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 建築一般 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 意匠 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 構造 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 暖冷房 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 衛生 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 電気 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 建築積算 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 機械積算 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 電気積算 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 調査 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 建築工監 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 電気工監 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 機械工監 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 耐震診断 県外

（株）山下テクノス 東京都中央区新川一丁目２番１２号 山下　稔 建築 地区計画 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 建築一般 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 意匠 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 構造 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 暖冷房 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 衛生 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 電気 県外
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（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 建築積算 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 機械積算 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 電気積算 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 調査 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 建築工監 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 電気工監 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 機械工監 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 耐震診断 県外

（株）山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８番１号聖路加タワー２９階 丸山　優子 建築 地区計画 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 建築一般 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 意匠 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 構造 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 暖冷房 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 衛生 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 電気 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 建築積算 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 機械積算 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 電気積算 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 調査 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 建築工監 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 電気工監 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 機械工監 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 耐震診断 県外

（株）山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町三丁目２番１号 宮原　浩輔 建築 地区計画 県外

山中エンジニヤリング（株） 千葉市稲毛区稲毛三丁目６番１号 山中　康平 土木 地質 県内

山中エンジニヤリング（株） 千葉市稲毛区稲毛三丁目６番１号 山中　康平 土木 土質基礎 県内

山中エンジニヤリング（株） 千葉市稲毛区稲毛三丁目６番１号 山中　康平 地質 地質調査 県内

山本鑑定 君津市北子安４丁目２９番１０号 山本　洋一 補償 土地評価 市内

山本鑑定 君津市北子安４丁目２９番１０号 山本　洋一 補償 不動産 市内

（株）ヤマモトジオサーブ 埼玉県三郷市彦野１丁目８１番地 山本　正治 土木 地質 県内

（株）ヤマモトジオサーブ 埼玉県三郷市彦野１丁目８１番地 山本　正治 土木 土質基礎 県内

（株）ヤマモトジオサーブ 埼玉県三郷市彦野１丁目８１番地 山本　正治 地質 地質調査 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 測量 測量一般 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 建築一般 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 意匠 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 構造 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 暖冷房 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 衛生 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 電気 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 建築積算 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 機械積算 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 電気積算 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 調査 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 建築工監 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 電気工監 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 機械工監 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 耐震診断 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 建築 地区計画 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 河川砂防 県内
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（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 港湾 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 電力土木 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 道路 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 鉄道 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 上水道 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 下水道 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 農業土木 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 森林土木 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 水産土木 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 造園 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 都市計画 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 地質 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 土質基礎 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 鋼構造物 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 トンネル 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 施工計画 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 建設環境 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 機械 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 電気電子 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 廃棄物 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 交通量 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 環境調査 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 分析解析 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 宅地造成 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 資料等 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 施工管理 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 土木 交通施設 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 地質 地質調査 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 補償 土地調査 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 補償 土地評価 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 補償 物件 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 補償 機械工作 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 補償 営業補償 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 補償 事業損失 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 補償 補償関連 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 補償 総合補償 県内

（株）ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 他 その他 まちづくり事業における発注者支援業務、役務提供 県内

（株）ユーシーエー・都市・建築設計事務所 袖ケ浦市長浦駅前７丁目２番地の６ 宇野　武夫 建築 建築一般 市内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 測量 測量一般 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 土木 河川砂防 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 土木 道路 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 土木 土質基礎 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 土木 建設環境 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 土木 廃棄物 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 土木 交通量 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 土木 環境調査 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 土木 分析解析 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 土木 交通施設 県内

ユーロフィン日本環境（株） 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目１番１３号 木村　克年 他 その他 計量証明事業登録 県内
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（有）Ｕ建築設計事務所 木更津市東中央三丁目１番１４‐１２０３号 江尻　敏雄 建築 建築一般 市内

（有）Ｕ建築設計事務所 木更津市東中央三丁目１番１４‐１２０３号 江尻　敏雄 建築 意匠 市内

（有）Ｕ建築設計事務所 木更津市東中央三丁目１番１４‐１２０３号 江尻　敏雄 建築 構造 市内

（有）Ｕ建築設計事務所 木更津市東中央三丁目１番１４‐１２０３号 江尻　敏雄 建築 暖冷房 市内

（有）Ｕ建築設計事務所 木更津市東中央三丁目１番１４‐１２０３号 江尻　敏雄 建築 衛生 市内

（有）Ｕ建築設計事務所 木更津市東中央三丁目１番１４‐１２０３号 江尻　敏雄 建築 電気 市内

（有）Ｕ建築設計事務所 木更津市東中央三丁目１番１４‐１２０３号 江尻　敏雄 建築 建築積算 市内

（有）Ｕ建築設計事務所 木更津市東中央三丁目１番１４‐１２０３号 江尻　敏雄 建築 機械積算 市内

（有）Ｕ建築設計事務所 木更津市東中央三丁目１番１４‐１２０３号 江尻　敏雄 建築 電気積算 市内

（有）Ｕ建築設計事務所 木更津市東中央三丁目１番１４‐１２０３号 江尻　敏雄 建築 調査 市内

（有）Ｕ建築設計事務所 木更津市東中央三丁目１番１４‐１２０３号 江尻　敏雄 建築 建築工監 市内

（有）Ｕ建築設計事務所 木更津市東中央三丁目１番１４‐１２０３号 江尻　敏雄 建築 電気工監 市内

（有）Ｕ建築設計事務所 木更津市東中央三丁目１番１４‐１２０３号 江尻　敏雄 建築 機械工監 市内

（有）Ｕ建築設計事務所 木更津市東中央三丁目１番１４‐１２０３号 江尻　敏雄 建築 耐震診断 市内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 測量 測量一般 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 建築 建築一般 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 建築 意匠 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 建築 構造 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 建築 暖冷房 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 建築 電気 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 建築 建築積算 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 建築 機械積算 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 建築 電気積算 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 建築 調査 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 建築 建築工監 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 建築 電気工監 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 建築 機械工監 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 建築 耐震診断 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 河川砂防 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 道路 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 上水道 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 下水道 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 農業土木 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 森林土木 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 造園 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 都市計画 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 地質 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 土質基礎 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 鋼構造物 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 施工計画 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 機械 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 電気電子 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 分析解析 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 資料等 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 施工管理 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 土木 交通施設 県内

結設計（株） 千葉市中央区新町１７番地１６ 山形　浩三 地質 地質調査 県内

（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 建築一般 県内

（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 意匠 県内
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（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 構造 県内

（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 暖冷房 県内

（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 衛生 県内

（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 電気 県内

（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 建築積算 県内

（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 機械積算 県内

（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 電気積算 県内

（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 調査 県内

（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 建築工監 県内

（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 電気工監 県内

（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 機械工監 県内

（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 耐震診断 県内

（株）豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目１５番１４号 田中　秀朗 建築 地区計画 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 建築一般 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 意匠 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 構造 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 暖冷房 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 衛生 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 電気 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 建築積算 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 機械積算 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 電気積算 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 調査 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 建築工監 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 電気工監 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 機械工監 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 耐震診断 県内

（株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 西倉　哲夫 建築 地区計画 県内

（株）ヨーク 千葉市若葉区貝塚二丁目４番２８号開発第１ビル２０１号 杉浦　勇 土木 河川砂防 県内

（株）ヨーク 千葉市若葉区貝塚二丁目４番２８号開発第１ビル２０１号 杉浦　勇 土木 道路 県内

（株）ヨーク 千葉市若葉区貝塚二丁目４番２８号開発第１ビル２０１号 杉浦　勇 土木 上水道 県内

（株）ヨーク 千葉市若葉区貝塚二丁目４番２８号開発第１ビル２０１号 杉浦　勇 土木 下水道 県内

（株）ヨーク 千葉市若葉区貝塚二丁目４番２８号開発第１ビル２０１号 杉浦　勇 土木 造園 県内

（株）ヨーク 千葉市若葉区貝塚二丁目４番２８号開発第１ビル２０１号 杉浦　勇 土木 都市計画 県内

（株）ヨーク 千葉市若葉区貝塚二丁目４番２８号開発第１ビル２０１号 杉浦　勇 土木 土質基礎 県内

（株）ヨーク 千葉市若葉区貝塚二丁目４番２８号開発第１ビル２０１号 杉浦　勇 土木 鋼構造物 県内

（株）ヨーク 千葉市若葉区貝塚二丁目４番２８号開発第１ビル２０１号 杉浦　勇 土木 トンネル 県内

（株）ヨーク 千葉市若葉区貝塚二丁目４番２８号開発第１ビル２０１号 杉浦　勇 土木 施工計画 県内

（株）ヨーク 千葉市若葉区貝塚二丁目４番２８号開発第１ビル２０１号 杉浦　勇 土木 宅地造成 県内

（株）ヨーク 千葉市若葉区貝塚二丁目４番２８号開発第１ビル２０１号 杉浦　勇 土木 施工管理 県内

（株）用地補償システムズ 船橋市葛飾町二丁目３４１番３号 菊川　俊英 補償 土地調査 県内

（株）用地補償システムズ 船橋市葛飾町二丁目３４１番３号 菊川　俊英 補償 土地評価 県内

（株）用地補償システムズ 船橋市葛飾町二丁目３４１番３号 菊川　俊英 補償 物件 県内

（株）用地補償システムズ 船橋市葛飾町二丁目３４１番３号 菊川　俊英 補償 機械工作 県内

（株）用地補償システムズ 船橋市葛飾町二丁目３４１番３号 菊川　俊英 補償 営業補償 県内

（株）用地補償システムズ 船橋市葛飾町二丁目３４１番３号 菊川　俊英 補償 事業損失 県内

（株）用地補償システムズ 船橋市葛飾町二丁目３４１番３号 菊川　俊英 補償 補償関連 県内

（株）用地補償システムズ 船橋市葛飾町二丁目３４１番３号 菊川　俊英 補償 総合補償 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 測量 測量一般 県内
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（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 測量 地図調整 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 測量 航空測量 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 建築 建築一般 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 建築 意匠 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 建築 調査 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 補償 土地調査 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 補償 土地評価 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 補償 物件 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 補償 機械工作 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 補償 営業補償 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 補償 事業損失 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 補償 補償関連 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 補償 総合補償 県内

（株）横打 習志野市茜浜一丁目２番１８号 横打　研 他 その他 各種調査 県内

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 建築一般 県外

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 意匠 県外

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 構造 県外

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 暖冷房 県外

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 衛生 県外

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 電気 県外

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 建築積算 県外

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 機械積算 県外

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 電気積算 県外

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 調査 県外

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 建築工監 県外

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 電気工監 県外

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 機械工監 県外

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 耐震診断 県外

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 鈴木　良典 建築 地区計画 県外

横浜ウォーター（株） 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 鈴木　慎哉 土木 上水道 県外

横浜ウォーター（株） 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 鈴木　慎哉 土木 下水道 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 測量 測量一般 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 測量 地図調整 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 建築 建築工監 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 河川砂防 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 道路 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 下水道 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 造園 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 都市計画 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 土質基礎 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 鋼構造物 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 施工計画 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 建設環境 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 交通量 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 環境調査 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 分析解析 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 資料等 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 施工管理 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木 交通施設 県外
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横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 補償 土地調査 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 補償 土地評価 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 補償 物件 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 補償 機械工作 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 補償 営業補償 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 補償 事業損失 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 補償 補償関連 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 補償 総合補償 県外

（株）横浜コンサルティングセンター 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番１９号 高橋　眞樹 測量 測量一般 県内

（株）横浜コンサルティングセンター 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番１９号 高橋　眞樹 測量 地図調整 県内

（株）横浜コンサルティングセンター 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番１９号 高橋　眞樹 土木 道路 県内

（株）横浜コンサルティングセンター 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番１９号 高橋　眞樹 土木 上水道 県内

（株）横浜コンサルティングセンター 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番１９号 高橋　眞樹 土木 下水道 県内

（株）横浜コンサルティングセンター 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番１９号 高橋　眞樹 土木 トンネル 県内

（株）横浜コンサルティングセンター 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番１９号 高橋　眞樹 土木 施工計画 県内

（株）横浜コンサルティングセンター 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番１９号 高橋　眞樹 土木 建設環境 県内

（株）横浜コンサルティングセンター 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番１９号 高橋　眞樹 土木 交通量 県内

（株）横浜コンサルティングセンター 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番１９号 高橋　眞樹 土木 施工管理 県内

（株）横浜コンサルティングセンター 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番１９号 高橋　眞樹 土木 交通施設 県内

（株）横浜コンサルティングセンター 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番１９号 高橋　眞樹 地質 地質調査 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 測量 測量一般 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 建築 建築一般 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 建築 意匠 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 建築 構造 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 建築 暖冷房 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 建築 電気 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 建築 調査 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 建築 建築工監 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 建築 電気工監 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 建築 機械工監 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 建築 耐震診断 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 土木 河川砂防 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 土木 道路 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 土木 上水道 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 土木 下水道 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 土木 農業土木 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 土木 地質 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 土木 土質基礎 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 土木 鋼構造物 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 土木 トンネル 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 土木 機械 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 土木 電気電子 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 土木 施工管理 県内

（株）吉沢水道コンサルタント 千葉市中央区市場町６番１８号 吉澤　成彦 地質 地質調査 県内

（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 建築一般 県内

（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 意匠 県内

（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 構造 県内

（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 暖冷房 県内

（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 衛生 県内
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（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 電気 県内

（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 建築積算 県内

（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 機械積算 県内

（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 電気積算 県内

（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 調査 県内

（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 建築工監 県内

（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 電気工監 県内

（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 機械工監 県内

（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 耐震診断 県内

（株）吉田設計 いすみ市岬町長者４３６番地 山口　晶史 建築 地区計画 県内

（株）ライフ計画事務所 東京都江東区亀戸六丁目５８番１２号 金子　隆行 測量 測量一般 県内

（株）ライフ計画事務所 東京都江東区亀戸六丁目５８番１２号 金子　隆行 建築 建築一般 県内

（株）ライフ計画事務所 東京都江東区亀戸六丁目５８番１２号 金子　隆行 土木 造園 県内

（株）ランズ計画研究所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３６号 川島　保 測量 測量一般 県外

（株）ランズ計画研究所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３６号 川島　保 建築 建築一般 県外

（株）ランズ計画研究所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３６号 川島　保 建築 意匠 県外

（株）ランズ計画研究所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３６号 川島　保 建築 建築積算 県外

（株）ランズ計画研究所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３６号 川島　保 建築 建築工監 県外

（株）ランズ計画研究所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３６号 川島　保 建築 地区計画 県外

（株）ランズ計画研究所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３６号 川島　保 土木 造園 県外

（株）ランズ計画研究所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３６号 川島　保 土木 都市計画 県外

（株）ランズ計画研究所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３６号 川島　保 土木 建設環境 県外

（株）ランズ計画研究所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３６号 川島　保 土木 交通量 県外

（株）ランズ計画研究所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３６号 川島　保 土木 資料等 県外

（株）ランズ計画研究所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３６号 川島　保 土木 施工管理 県外

（株）ランズ計画研究所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３６号 川島　保 土木 交通施設 県外

（株）ランズ計画研究所 神奈川県横浜市西区北幸二丁目１０番３６号 川島　保 補償 物件 県外

（株）ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚二丁目２７番３号 長尾　圭司 測量 測量一般 県外

（株）ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚二丁目２７番３号 長尾　圭司 建築 建築一般 県外

（株）ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚二丁目２７番３号 長尾　圭司 建築 建築積算 県外

（株）ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚二丁目２７番３号 長尾　圭司 建築 調査 県外

（株）ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚二丁目２７番３号 長尾　圭司 建築 耐震診断 県外

（株）ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚二丁目２７番３号 長尾　圭司 補償 土地調査 県外

（株）ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚二丁目２７番３号 長尾　圭司 補償 土地評価 県外

（株）ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚二丁目２７番３号 長尾　圭司 補償 物件 県外

（株）ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚二丁目２７番３号 長尾　圭司 補償 機械工作 県外

（株）ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚二丁目２７番３号 長尾　圭司 補償 営業補償 県外

（株）ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚二丁目２７番３号 長尾　圭司 補償 事業損失 県外

（株）ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚二丁目２７番３号 長尾　圭司 補償 補償関連 県外

（株）ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚二丁目２７番３号 長尾　圭司 補償 総合補償 県外

（株）ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚二丁目２７番３号 長尾　圭司 補償 不動産 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 測量 測量一般 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 建築一般 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 意匠 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 構造 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 暖冷房 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 衛生 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 電気 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 建築積算 県外
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ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 機械積算 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 電気積算 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 調査 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 建築工監 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 電気工監 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 機械工監 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 耐震診断 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 建築 地区計画 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 河川砂防 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 港湾 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 電力土木 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 道路 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 鉄道 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 上水道 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 下水道 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 農業土木 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 森林土木 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 水産土木 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 造園 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 都市計画 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 地質 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 土質基礎 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 鋼構造物 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 トンネル 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 施工計画 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 建設環境 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 機械 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 電気電子 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 廃棄物 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 交通量 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 環境調査 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 分析解析 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 宅地造成 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 資料等 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 施工管理 県外

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町一丁目２番１０号 吉武　祐一 土木 交通施設 県外

（株）リクチ漏水調査 東京都新宿区中落合３丁目２１番２号 天野　智 他 その他 上水道漏水調査等-各種上水道等関連図面作成 県内

（株）緑景 大阪府大阪市中央区上汐一丁目４番６号 瀬川　勝之 測量 測量一般 県内

（株）緑景 大阪府大阪市中央区上汐一丁目４番６号 瀬川　勝之 建築 建築一般 県内

（株）緑景 大阪府大阪市中央区上汐一丁目４番６号 瀬川　勝之 建築 意匠 県内

（株）緑景 大阪府大阪市中央区上汐一丁目４番６号 瀬川　勝之 土木 造園 県内

（株）緑景 大阪府大阪市中央区上汐一丁目４番６号 瀬川　勝之 土木 都市計画 県内

（株）緑景 大阪府大阪市中央区上汐一丁目４番６号 瀬川　勝之 土木 建設環境 県内

（株）レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木五丁目５８番１号 三浦　敏伸 建築 建築一般 県外

（株）レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木五丁目５８番１号 三浦　敏伸 建築 意匠 県外

（株）レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木五丁目５８番１号 三浦　敏伸 建築 構造 県外

（株）レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木五丁目５８番１号 三浦　敏伸 建築 暖冷房 県外

（株）レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木五丁目５８番１号 三浦　敏伸 建築 衛生 県外

（株）レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木五丁目５８番１号 三浦　敏伸 建築 電気 県外
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（株）レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木五丁目５８番１号 三浦　敏伸 建築 調査 県外

（株）レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木五丁目５８番１号 三浦　敏伸 建築 建築工監 県外

（株）レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木五丁目５８番１号 三浦　敏伸 建築 電気工監 県外

（株）レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木五丁目５８番１号 三浦　敏伸 建築 機械工監 県外

（株）レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木五丁目５８番１号 三浦　敏伸 建築 耐震診断 県外

（株）レック 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 石井　茂 測量 測量一般 県内

（株）レック 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 石井　茂 建築 調査 県内

（株）レック 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 石井　茂 建築 耐震診断 県内

（株）レック 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 石井　茂 補償 土地調査 県内

（株）レック 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 石井　茂 補償 土地評価 県内

（株）レック 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 石井　茂 補償 物件 県内

（株）レック 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 石井　茂 補償 機械工作 県内

（株）レック 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 石井　茂 補償 営業補償 県内

（株）レック 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 石井　茂 補償 事業損失 県内

（株）レック 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 石井　茂 補償 補償関連 県内

（株）レック 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地 石井　茂 補償 総合補償 県内

（株）ワールド建築研究所 千葉市中央区要町２番１２号 土屋　剛 建築 建築一般 県内

（株）ワールド建築研究所 千葉市中央区要町２番１２号 土屋　剛 建築 意匠 県内

（株）ワールド建築研究所 千葉市中央区要町２番１２号 土屋　剛 建築 調査 県内

（株）ワールド建築研究所 千葉市中央区要町２番１２号 土屋　剛 建築 建築工監 県内

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 河川砂防 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 道路 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 上水道 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 下水道 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 農業土木 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 森林土木 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 造園 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 都市計画 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 地質 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 土質基礎 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 鋼構造物 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 施工計画 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 環境調査 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 資料等 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 土木 施工管理 県外

（株）ワールドリサーチ 埼玉県川越市脇田本町２８番地２７ 栗林　茂 地質 地質調査 県外

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 測量 測量一般 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 測量 地図調整 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 河川砂防 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 道路 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 鉄道 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 上水道 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 下水道 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 農業土木 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 森林土木 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 水産土木 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 造園 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 都市計画 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 地質 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 土質基礎 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 鋼構造物 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 トンネル 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 施工計画 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 建設環境 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 交通量 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 環境調査 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 分析解析 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 宅地造成 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 資料等 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 施工管理 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 土木 交通施設 県内

（株）ワイアンドケイ企画 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号 清水　康史 地質 地質調査 県内

若鈴コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 吉田　伸宏 測量 測量一般 県内

若鈴コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 吉田　伸宏 土木 河川砂防 県内

若鈴コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 吉田　伸宏 土木 電力土木 県内

若鈴コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 吉田　伸宏 土木 道路 県内

若鈴コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 吉田　伸宏 土木 上水道 県内

若鈴コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 吉田　伸宏 土木 下水道 県内

若鈴コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 吉田　伸宏 土木 農業土木 県内

若鈴コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 吉田　伸宏 土木 都市計画 県内

若鈴コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 吉田　伸宏 土木 地質 県内

若鈴コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 吉田　伸宏 土木 土質基礎 県内

若鈴コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 吉田　伸宏 土木 鋼構造物 県内

若鈴コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 吉田　伸宏 地質 地質調査 県内

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 測量 測量一般 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 建築 建築一般 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 河川砂防 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 港湾 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 道路 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 上水道 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 下水道 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 農業土木 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 森林土木 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 造園 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 都市計画 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 地質 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 土質基礎 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 鋼構造物 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 施工計画 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 建設環境 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 交通量 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 環境調査 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 分析解析 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 資料等 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 施工管理 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 土木 交通施設 県外

（株）和建設計事務所 東京都新宿区西新宿三丁目２番１１号　新宿三井ビルディング二号館７階 小田　耕平 地質 地質調査 県外

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 測量 測量一般 市内
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（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 測量 地図調整 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 測量 航空測量 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 土木 交通量 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 土木 資料等 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 補償 土地調査 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 補償 土地評価 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 補償 物件 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 補償 機械工作 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 補償 営業補償 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 補償 事業損失 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 補償 補償関連 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 補償 総合補償 市内

（有）和光測量設計 木更津市祇園四丁目２８番２４号 齊藤　雅人 他 その他 土地家屋調査士業務 市内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 測量 測量一般 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 建築 建築一般 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 建築 意匠 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 河川砂防 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 港湾 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 道路 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 上水道 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 下水道 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 農業土木 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 森林土木 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 水産土木 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 造園 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 都市計画 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 地質 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 土質基礎 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 鋼構造物 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 トンネル 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 施工計画 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 建設環境 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 交通量 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 環境調査 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 宅地造成 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 資料等 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 施工管理 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 土木 交通施設 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 地質 地質調査 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 補償 事業損失 県内

和合エンジニアリング（株） 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 荻原　省三 補償 補償関連 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 測量 測量一般 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 建築 建築一般 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 河川砂防 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 港湾 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 電力土木 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 道路 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 上水道 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 下水道 県内

Ｒ４．１２．１



入札参加資格者名簿（測量）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 資格業種名 業務内容名称 その他業務内容 所在地区分

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 農業土木 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 森林土木 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 水産土木 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 造園 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 都市計画 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 地質 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 土質基礎 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 鋼構造物 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 トンネル 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 施工計画 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 建設環境 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 廃棄物 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 交通量 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 環境調査 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 分析解析 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 宅地造成 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 資料等 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 施工管理 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 土木 交通施設 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 地質 地質調査 県内

和合建設コンサルタント（株） 千葉市中央区新宿二丁目３番６号 富田　晃弘 他 その他 各種道路ストック総点検ー各種修繕計画策定業務ー橋梁点検 県内
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