
令和３・４年度 入札参加資格者名簿 （測量・コンサルタント 名簿登載業者一覧）

業者番号 区分 業者名 カナ 所在地 代表者 代理店 所在地 代理人

20000001 市内 （株）阿世建築設計室 ｱｾｲｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾂ 栃木県下野市柴７６１－８３ 深谷 幸司
20000032 市内 （株）池田設計室 ｲｹﾀﾞｾｯｹｲｼﾂ 栃木県下野市小金井６－６－６ 池田 亜希彦
20000002 市内 （有）成林興測 ｾｲﾘﾝｺｳｿｸ 栃木県下野市仁良川１５３１ 小林 一則
20000010 市内 （株）タカオ設計 ﾀｶｵｾｯｹｲ 栃木県下野市石橋１８１－２ 小池 隆男
20000004 市内 本橋設計 ﾓﾄﾊｼｾｯｹｲ 栃木県下野市柴３５５－５ 本橋 和美
20000355 準市内 （株）工藤設計 ｸﾄﾞｳｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市鶴田町５７８－６ 阿久津 俊策 （株）工藤設計 下野支店 栃木県下野市小金井５０－１ 青木 真
20000362 準市内 晃洋設計測量（株） ｺｳﾖｳｾｯｹｲｿｸﾘｮｳ 栃木県足利市山川町６５６－１ 蓼沼 恒男 晃洋設計測量（株） 下野支店 栃木県下野市小金井３００９－２１０ 橋本 秀雄
20000221 準市内 （株）三条工測 ｻﾝｼﾞｮｳｺｳｿｸ 栃木県小山市羽川５０５－１ 横山 義見 （株）三条工測 下野支店 栃木県下野市駅東２－３－２４ 松野 次雄
20000295 準市内 三立調査設計（株） ｻﾝﾘﾂﾁｮｳｻｾｯｹｲ 栃木県小山市大字大行寺９０３ 阿部 浩幸 三立調査設計（株） 下野支店 栃木県下野市石橋５１２－４ 水島 一行
20000400 準市内 （株）篠原設計 ｼﾉﾊﾗｾｯｹｲ 栃木県真岡市長田４－１５－２ 篠原 直哉 （株）篠原設計 下野支店 栃木県下野市箕輪３１５ 市村 誠
20000403 準市内 中央測量設計（株） ﾁｭｳｵｳｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県小山市西城南４－２０－１０ 折本 崇 中央測量設計（株） 下野支店 栃木県下野市駅東１－１１－２２ 国分 政和
20000600 準市内 中央測工（株） ﾁｭｳｵｳｿｯｺｳ 栃木県宇都宮市西原町３２８２－７ 渡辺 肇 中央測工（株） 下野支店 栃木県下野市下長田３１３－２ 菊池 弥勝
20000329 準市内 （株）都市環境設計室 ﾄｼｶﾝｷｮｳｾｯｹｲｼﾂ 栃木県宇都宮市下戸祭１－１４－３ 山口 義一 （株）都市環境設計室 下野事務所 栃木県下野市大松山１－１－３ ＳＫビル１Ｆ－Ｂ仁平 勇
20000423 準市内 （株）都市設計 ﾄｼｾｯｹｲ 栃木県小山市駅東通り１－３７－７ 浜田 純一 （株）都市設計 下野支店 栃木県下野市小金井１－３４－４ グリーンハイツ１０１松本 敬司
20000288 準市内 （株）栃木県用地補償コンサルタント ﾄﾁｷﾞｹﾝﾖｳﾁﾎｼｮｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 栃木県栃木市平柳町１－１５－６ 本橋 義也 （株）栃木県用地補償コンサルタント 下野支店 栃木県下野市小金井５－１４－４ ハイアットコーポＣ棟１０２号室新井 達雄
20000487 準市内 ニチレキ（株） ﾆﾁﾚｷ 東京都千代田区九段北４－３－２９ 小幡 学 ニチレキ（株） 関東支店 栃木県下野市柴２７２ 中川 成生
20000337 準市内 日昌測量設計（株） ﾆｯｼｮｳｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市野沢町４７２－１９ 関 昌也 日昌測量設計（株） 下野営業所 栃木県下野市緑２－１８－１１ 佐久間 昭彦
20000284 準市内 （株）水環境プランニング ﾐｽﾞｶﾝｷｮｳﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 栃木県宇都宮市鶴田町４５３－１３１ 西谷 元則 （株）水環境プランニング 下野支店 栃木県下野市小金井２７４７－１３ みどりヶ丘ハイツ１１０大野 和良
20000260 準市内 明和測量（株） ﾒｲﾜｿｸﾘｮｳ 栃木県宇都宮市鶴田町７－４８ 鏑木 祥子 明和測量（株） 下野支店 栃木県下野市緑５－２０－１０ 鏑木 信行
20000314 管内 アクリーグ（株） ｱｸﾘｰｸﾞ 栃木県小山市大字外城８１－９ 磯山 貴志
20000232 管内 （有）アトリエ慶野正司 ｱﾄﾘｴｹｲﾉｼｮｳｼﾞ 栃木県小山市犬塚１－５－２５ 慶野 正司
20000664 管内 （株）エスビイデー ｴｽﾋﾞｲﾃﾞｰ 栃木県小山市中央町３－５－４さかなやビル２階 皆川 祥子
20001521 管内 （株） ＯＧＯ ｵｰｼﾞｰｵｰ 栃木県小山市駅東通り２－１１－１ 金久保 雅之
20000354 管内 （株）大森一級建築士事務所 ｵｵﾓﾘｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ 栃木県小山市若木町１－２３－４ 大森 武男
20000297 管内 （株）落合測量設計 ｵﾁｱｲｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県栃木市大町２９－２４ 戸野塚 浩之
20000291 管内 オリエンタル技術開発（株） ｵﾘｴﾝﾀﾙｷﾞｼﾞｭﾂｶｲﾊﾂ 栃木県栃木市吹上町１３０９－１ 増井 宏
20000626 管内 キクチヒロフミアースワーク一級建築士事務所 ｷｸﾁﾋﾛﾌﾐｱｰｽﾜｰｸｲｯｷｭｳｹ 栃木県小山市塚崎１５０６－８ 菊池 浩文
20000393 管内 基礎地盤コンサルタンツ（株） ｷｿｼﾞﾊﾞﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 東京都江東区亀戸１－５－７ 柳浦 良行 基礎地盤コンサルタンツ（株） 栃木事務所 栃木県小山市城山町２－２－３ 郡山 克巳
20000656 管内 （株）城東測量設計 ｼﾞｮｳﾄｳｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県小山市城東２－４－１３ 澤田 敏和
20000399 管内 須田地下工機（株） ｽﾀﾞﾁｶｺｳｷ 栃木県小山市乙女２－１３－１５ 須田 昌義
20001513 管内 （株）ＳＰＡＣＥ ＤＥＳＩＧＮ ＳＴＵＤＩＯ ｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾀｼﾞｵ 栃木県小山市城東６－５－１０ 星野 智秀
20001470 管内 （株）高島テクノロジーセンター ﾀｶｼﾏﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－５クイーンズタワーＣ９階鈴木 進 （株）高島テクノロジーセンター栃木営業所 栃木県小山市中央町３－７－１ 鈴木 健三郎
20000666 管内 （株）拓洋測量設計 ﾀｸﾖｳｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県栃木市大宮町３８５－１３ 栁田 博道
20000318 管内 （株）東京設計事務所 ﾄｳｷｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 東京都千代田区霞が関３－７－１ 霞が関東急ビル狩谷 薫 （株）東京設計事務所 栃木事務所 栃木県栃木市本町１７－１４ 吉田 稔
20000438 管内 藤成測量（株） ﾄｳｾｲｿｸﾘｮｳ 栃木県栃木市藤岡町藤岡５２４３－５ 小林 勝夫
20000388 管内 （株）東武測量設計 ﾄｳﾌﾞｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県小山市松沼８９４－２ 熊倉 利安
20000309 管内 （株）東邦測量設計 ﾄｳﾎｳｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県小山市羽川３４４－４ 大野 和則
20000217 管内 （公社）栃木県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 ﾄﾁｷﾞｹﾝｺｳｷｮｳｼｮｸﾀｸﾄｳｷﾄ 栃木県宇都宮市小幡１－４－２５ 薄根 孝 （公社）栃木県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 小山地区栃木県下野市小金井２９１２ 高橋 洋行
20000346 管内 （株）栃木測量設計 ﾄﾁｷﾞｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県小山市西城南２－４－７ 遠藤 弘司
20000310 管内 栃木中央測量（株） ﾄﾁｷﾞﾁｭｳｵｳｿｸﾘｮｳ 栃木県下都賀郡壬生町本丸１－１０－４０ 福田 喜重
20000638 管内 （株）フィールドプランニング ﾌｨｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 栃木県栃木市片柳町１－２６－１９ 玉田 照夫
20000224 管内 （株）フジタ地質 ﾌｼﾞﾀﾁｼﾂ 栃木県小山市暁３－２－２０ 藤田 良一
20000422 管内 （有）船田建築設計研究所 ﾌﾅﾀﾞｹﾝﾁｸｾｯｹｲｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 栃木県小山市城東７－６－１６ 船田 英一
20000292 管内 （株）マガミ企画設計 ﾏｶﾞﾐｷｶｸｾｯｹｲ 栃木県栃木市平柳町２－１２－４３ 髙山 善樹
20000669 管内 増山不動産鑑定 ﾏｼﾔﾏﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲ 栃木県小山市乙女２－９－１９ メープルタウンＦ棟２増山 裕司
20001537 管内 （株）ワイテック ﾜｲﾃｯｸ 栃木県小山市犬塚９９８－２ 木野 正久
20000505 管内 （株）渡辺健太郎不動産鑑定士事務所 ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝﾀﾛｳﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲ 栃木県小山市土塔２４４－１８ 渡邉 健太郎
20000612 管内 （有）渡辺建築設計事務所 ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県小山市城東３－６－２７ 渡辺 文男
20000304 県内 アーク設計（株） ｱｰｸｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市元今泉５－５－１６ 大島  昇
20000246 県内 （株）アーステック ｱｰｽﾃｯｸ 栃木県日光市土沢１７９４－１ 野沢 香織
20000559 県内 （株）あい造園設計事務所 ｱｲｿﾞｳｴﾝｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 東京都杉並区和泉３－４６－９ ＹＳ第一ビル 澁谷 雄一郎
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20000584 県内 あけぼの不動産鑑定 ｱｹﾎﾞﾉﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲ 栃木県宇都宮市明保野町６－３４ 明保野ロイヤルパレス２０２吉澤 光彦
20001479 県内 （有） アルデ ｱﾙﾃﾞ 栃木県真岡市大谷新町１８－１ 菊島 晃
20000381 県内 （株）安藤設計 ｱﾝﾄﾞｳｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市山本１－３－１４ 安藤 寛樹
20000308 県内 （株）飯山補償設計 ｲｲﾔﾏﾎｼｮｳｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市駒生町１３５９－８４ 渡辺 利文
20000437 県内 （株）池澤設計 ｲｹｻﾞﾜｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市北若松原２－１１－１９ 池澤 達夫
20000508 県内 池末不動産鑑定事務所 ｲｹｽｴﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県宇都宮市宝木本町１８１５－１２ 池末 宏行
20000653 県内 （株）イケダ設計事務所 ｲｹﾀﾞｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県那須塩原市新南１６３ 池田 達人
20001463 県内 （株）石﨑測量設計事務所 ｲｼｻﾞｷｿｸﾘｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県芳賀郡茂木町天子８３６ 菅俣 倫吉
20001519 県内 市村不動産鑑定 ｲﾁﾑﾗﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲ 栃木県宇都宮市鶴田町４５３－１３８ 市村 明洋
20000657 県内 （株）猪瀬建築設計事務所 ｲﾉｾｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県宇都宮市簗瀬４－２－２５ガーデンコート簗瀬３０６猪瀬 正勝
20000556 県内 （株）イビソク ｲﾋﾞｿｸ 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 森 允 （株）イビソク 栃木営業所 栃木県佐野市葛生東３－２－２０ 本間 貴也
20000475 県内 （株）ウォーターエージェンシー ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 東京都新宿区東五軒町３－２５ 榊原 秀明
20000359 県内 宇都宮測量（株） ｳﾂﾉﾐﾔｿｸﾘｮｳ 栃木県宇都宮市吉野１－８－６ 佐藤 達男
20000842 県内 宇都宮電子（株） ｳﾂﾉﾐﾔﾃﾞﾝｼ 栃木県宇都宮市御幸ケ原町４４－１６ 上吉原 均
20000398 県内 ＡＩＳ総合設計（株） ｴｰｱｲｴｽｿｳｺﾞｳｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市明保野町２－１０ 佐々木 宏幸
20000250 県内 （株）エース設計 ｴｰｽｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市峰４－１－３１ 田邉 力
20000577 県内 エヌエス環境（株） ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ 東京都港区芝公園１－２－９ 須磨 重孝 エヌエス環境（株） 北関東営業所 栃木県宇都宮市野沢町２－１２ 伊藤 健二
20000317 県内 （株）ＮＪＳ ｴﾇｼﾞｪｰｴｽ 東京都港区芝浦１－１－１ 村上 雅亮 （株）ＮＪＳ 宇都宮出張所 栃木県宇都宮市岩曽町１１４５－４４ 平賀 健
20000588 県内 遠藤不動産鑑定士事務所 ｴﾝﾄﾞｳﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲｼｼﾞﾑｼ 栃木県宇都宮市東峰町３０９１－３ 遠藤 圭一
20000510 県内 （株）オオバ ｵｵﾊﾞ 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 辻本 茂 （株）オオバ 栃木営業所 栃木県宇都宮市元今泉１－１２－８－３０５ 船越 恵治
20000644 県内 大山不動産鑑定士事務所 ｵｵﾔﾏﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲｼｼﾞﾑｼｮ 宇都宮市河原町１－８ 大山 賢
20000439 県内 小川不動産鑑定事務所 ｵｶﾞﾜﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県真岡市並木町２－２４－１太陽堂ビル３Ｆ 小川 勉
20000235 県内 （株）オリエンタルコンサルタンツ ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 東京都渋谷区本町３－１２－１ 野崎 秀則
20000231 県内 オリジナル設計（株） ｵﾘｼﾞﾅﾙｾｯｹｲ 東京都渋谷区元代々木町３０－１３ 菅 伸彦 オリジナル設計（株） 栃木事務所 栃木県宇都宮市問屋町３４２６－３９ 大場 浩史
20000679 県内 （株）海賀不動産鑑定事務所 ｶｲｶﾞﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県宇都宮市峰１－１－２２ 海賀 睦友
20000435 県内 開発虎ノ門コンサルタント（株） ｶｲﾊﾂﾄﾗﾉﾓﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都豊島区南大塚３－２０－６ 白鳥 愛介 開発虎ノ門コンサルタント（株） 栃木営業所 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生７０１－４ 井野 慎一朗
20000216 県内 （株）桂設計 ｶﾂﾗｾｯｹｲ 東京都新宿区榎町４３－１ 寺嶋 憲二 （株）桂設計 栃木事務所 栃木県宇都宮市東宿郷３－２－１８－５Ｂ 岡﨑 俊一
20000251 県内 川崎地質（株） ｶﾜｻｷﾁｼﾂ 東京都港区三田２－１１－１５ 栃本 泰浩 川崎地質（株） 宇都宮事務所 栃木県宇都宮市桜３－１－６ 星野 一永
20000206 県内 （株）河内測量設計 ｶﾜﾁｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市中岡本町２４０７－８ 五月女 伸介
20000804 県内 （株）環境公害分析センター ｶﾝｷｮｳｺｳｶﾞｲﾌﾞﾝｾｷｾﾝﾀｰ 栃木県宇都宮市問屋町３１７２－８５ 塚田 加代
20000228 県内 （株）環境生物化学研究所 ｶﾝｷｮｳｾｲﾌﾞﾂｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼ 栃木県那須郡那珂川町北向田２３１－２ 久我 和之
20000566 県内 （株）環境ラボ ｶﾝｷｮｳﾗﾎﾞ 栃木県佐野市宮下町７－１０ 安部 慎哉
20000219 県内 （株）共同測量 ｷｮｳﾄﾞｳｿｸﾘｮｳ 栃木県宇都宮市新町１－２－７ 築井 重厚
20000208 県内 協和測量設計（株） ｷｮｳﾜｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市戸祭町３０１８－６ 堀江 育男
20000427 県内 （株）黒子設計事務所 ｸﾛｺｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県宇都宮市上大曽町４１４－５ 大掛 泰
20000462 県内 （株）景観プランニング ｹｲｶﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 栃木県宇都宮市小幡１－３－１６ 阿久津 純一
20000298 県内 （株）県央鑑定所 ｹﾝｵｳｶﾝﾃｲｼｮ 栃木県宇都宮市東原町８‐３１ 森田 信也
20000459 県内 （株）建設技術研究所 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 中村 哲己 （株）建設技術研究所 栃木事務所 栃木県宇都宮市東宿郷４－１－２０ 正部家 理純
20000421 県内 （有）建都企画設計 ｹﾝﾄｷｶｸｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市若松原１－５－３０ 野口 利男
20000416 県内 （株）公共用地補償研究所 ｺｳｷｮｳﾖｳﾁﾎｼｮｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 栃木県宇都宮市今宮２－１３－１２ 芳村 巖
20000282 県内 （有）弘成設計 ｺｳｾｲｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市みどり野町２０－６ 吉澤 賢一
20000639 県内 （株）江東微生物研究所 ｺｳﾄｳﾋﾞｾｲﾌﾞﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 東京都江戸川区西小岩５－１８－６ 小林 博美 （株）江東微生物研究所 宇都宮支所 栃木県宇都宮市平出工業団地４４－３８ 蜂屋 裕
20000302 県内 晃明プロジェクト（有） ｺｳﾒｲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 栃木県宇都宮市岩曽町１１７４－６ 沼生 季晃
20000335 県内 （株）公和設計 ｺｳﾜｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市下荒針町３４７３－４４ 夏目 公彦
20000593 県内 （株）コーセツコンサルタント 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３ー３２－１３ 角田 五郎 （株）コーセツコンサルタント 栃木営業所 栃木県佐野市西浦町４６２－１ 竹内 一男
20000273 県内 （株）国際開発コンサルタンツ ｺｸｻｲｶｲﾊﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 東京都新宿区新宿６－２７－５６ 石栗 敏和 （株）国際開発コンサルタンツ 宇都宮事務所 栃木県宇都宮市西一の沢町９－１５ 芳賀 稔
20000481 県内 国際航業（株） ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 東京都新宿区北新宿２－２１－１ 土方 聡 国際航業（株） 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市小幡１－１－２１オノセビル 本多 憲一郎
20000428 県内 国土測量設計（株） ｺｸﾄﾞｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市新町２－７－５ 岡田 良一
20000431 県内 国土防災技術（株） ｺｸﾄﾞﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂ 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 相川 裕司
20000433 県内 （株）酒井建築設計事務所 ｻｶｲｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県宇都宮市中今泉５－１５－１ 酒井 淳
20001520 県内 佐藤建築設計監理事務所 ｻﾄｳｹﾝﾁｸｾｯｹｲｶﾝﾘｼﾞﾑｼｮ 栃木県さくら市氏家２４３４ 佐藤 秀夫
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20000677 県内 （株）三協技術 ｻﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ 宮城県仙台市青葉区国分町３－８－１４ 高橋 郁 （株）三協技術 北関東支店 栃木県宇都宮市東宝木町１２－１ 森戸 英雄
20000418 県内 （株）三進 ｻﾝｼﾝ 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台５－１３－２ 生井 博
20000384 県内 （株）山都 ｻﾝﾄ 栃木県真岡市荒町３－５０－７ 鈴木 優司
20000320 県内 （株）シー・アイ・エス ｼｰｱｲｴｽ 栃木県宇都宮市平松本町１１３２－３ 吉田 隆
20000360 県内 （株）シーエスエンジニアズ ｼｰｴｽｴﾝｼﾞﾆｱｽﾞ 埼玉県さいたま市南区根岸４－８－６ 大輪 英史 （株）シーエスエンジニアズ 栃木営業所 栃木県佐野市伊勢山町１９１９－１４ 才口 隆之
20000442 県内 （株）資産管理協会 ｼｻﾝｶﾝﾘｷｮｳｶｲ 栃木県宇都宮市下戸祭２－１２－１４ 内野 俊輔
20000417 県内 （株）上智 ｼﾞｮｳﾁ 富山県砺波市千代１７６－１ 金木 春男 （株）上智 栃木支店 栃木県日光市今市１５５９－３ 石森 裕志
20000274 県内 昭和（株） ｼｮｳﾜ 東京都北区上中里１－１１－８ 本島 哲也 昭和（株） 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市川田町８８４ テンローズ１０６ ３０１号中島 巧実
20000258 県内 （株）新日本建設コンサルタンツ ｼﾝﾆﾎﾝｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 栃木県宇都宮市鶴田町７－５５ 竹田 寛
20000570 県内 新日本設計（株） ｼﾝﾆﾎﾝｾｯｹｲ 長野県長野市稲葉２５６１ 吉澤 隆美 新日本設計（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市東峰町３０８０－５４ 山下 徹
20000218 県内 （株）真和技研 ｼﾝﾜｷﾞｹﾝ 栃木県真岡市中２８７－３ 杉山 俊介
20001542 県内 鈴木健司不動産鑑定士事務所 ｽｽﾞｷｹﾝｼﾞﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲｼｼ 栃木県宇都宮市新町２－３－２４ 鈴木 健司
20000333 県内 （有）鈴木不動産鑑定事務所 ｽｽﾞｷﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県宇都宮市戸祭２－７－８ 鈴木 泰彦
20000011 県内 （有）セントラル ｾﾝﾄﾗﾙ 栃木県宇都宮市下栗町７１９ 佐藤 保夫
20000296 県内 （株）ゼンリン ｾﾞﾝﾘﾝ 福岡県北九州市小倉北区室町１－１－１ 髙山 善司 （株）ゼンリン 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市元今泉４－１２－１ 野見山 宗貴
20000248 県内 （株）総研 ｿｳｹﾝ 栃木県宇都宮市小幡２－４－５ 小岩 圭一
20000290 県内 （株）創建設計 ｿｳｺﾝｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市宝木町１－３７－１４ 佐治 則昭
20001496 県内 （株）相続・不動産相談センター ｿｳｿﾞｸ･ﾌﾄﾞｳｻﾝｼｳﾀﾞﾝｾﾝﾀ 栃木県宇都宮市若草４－１０－１０ 若松マンション１０６亀田 作
20001473 県内 相馬不動産鑑定事務所 ｿｳﾏﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県宇都宮市東宝木町１０－１３ 相馬 明利
20000419 県内 第一測工（株） ﾀﾞｲｲﾁｿｯｺｳ 栃木県宇都宮市新町２－６－１０ 小堀 俊明
20000277 県内 （株）大輝 ﾀｲｷ 東京都府中市武蔵台３－７－８ 岡野 一德 （株）大輝 栃木支店 栃木県宇都宮市鶴田町４５３－１３２ 白井 勝明
20000227 県内 （株）大成技研 ﾀｲｾｲｷﾞｹﾝ 栃木県宇都宮市明保野町２－１０ 山本 敦久
20000561 県内 ダイニサーベイ（有） ﾀﾞｲﾆｻｰﾍﾞｲ 栃木県宇都宮市インターパーク２－１３－１ 大塚 祥昭
20000380 県内 大日本コンサルタント（株） ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都千代田区神田練塀町３００ 新井 伸博 大日本コンサルタント（株） 宇都宮事務所 栃木県宇都宮市馬場通り１－１－１１宇都宮ＴＤビルディング３Ｆ原田 豊
20000349 県内 （株）ダイミック ﾀﾞｲﾐｯｸ 栃木県宇都宮市御幸ケ原町８１－１４ 山本 修一
20001484 県内 高橋不動産鑑定所 ﾀｶﾊｼﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲｼﾞｮ 栃木県宇都宮市桜５－４－２４ 高橋 順一
20000413 県内 玉川測量設計（株） ﾀﾏｶﾜｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県矢板市富田４２４－１０ 和気 一秋
20000372 県内 （株）筑陽測量設計 ﾁｸﾖｳｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市鶴田町１４６２－１ 野澤 勝廣
20000244 県内 中央開発（株） ﾁｭｳｵｳｶｲﾊﾂ 東京都新宿区西早稲田３－１３－５ 田中 誠 中央開発（株） 関東支店栃木営業所 栃木県宇都宮市本町１３－１０ 大島ビル 宮田 剛治
20000307 県内 （株）中央土木工学研究所 ﾁｭｳｵｳﾄﾞﾎﾞｸｺｳｶﾞｸｹﾝｷｭｳ 栃木県宇都宮市下荒針町３３３０－１８ 笠原 武夫
20000255 県内 テクノ綜合開発（株） ﾃｸﾉｿｳｺﾞｳｶｲﾊﾂ 栃木県真岡市中郷２２４－２ 坂本  誠
20000253 県内 東亜サーベイ（株） ﾄｳｱｻｰﾍﾞｲ 栃木県宇都宮市西２－５－２０ 田﨑 瑞穂
20000340 県内 （株）東京建設コンサルタント ﾄｳｷｮｳｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都豊島区北大塚１－１５－６ 大村 善雄 （株）東京建設コンサルタント 栃木営業所 栃木県宇都宮市田下町４３８－１ 根本 洋
20000220 県内 東武建設（株） ﾄｳﾌﾞｹﾝｾﾂ 栃木県日光市大桑町１３８ 関 正一
20000240 県内 （株）東洋コンサルタント ﾄｳﾖｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都豊島区高田３－１８－１１ 髙橋 浩二 （株）東洋コンサルタント 栃木営業所 栃木県佐野市関川町１１９５－９ 秋山 泰博
20000263 県内 東洋測量設計（株） ﾄｳﾖｳｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市西川田本町４－２－１３ 戸部 康彦
20000376 県内 トーカイテック（株） ﾄｰｶｲﾃｯｸ 埼玉県さいたま市南区南本町１－８－９ 関亦 郁夫 トーカイテック（株） 栃木支社 栃木県佐野市戸奈良町２５０２－３ 末広 章夫
20000313 県内 （株）都市開発コンサルタント ﾄｼｶｲﾊﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 栃木県宇都宮市上戸祭町５２０－８ 小田 忠
20000332 県内 （株）都市環境建築設計所 ﾄｼｶﾝｷｮｳｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼｮ 栃木県宇都宮市一条１－２－１６ 神谷 五男
20000467 県内 （一財）栃木県環境技術協会 ﾄﾁｷﾞｹﾝｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｷｮｳ 栃木県宇都宮市下岡本町２１４５－１３ 齋藤 高藏
20000222 県内 栃木県建築設計（同） ﾄﾁｷﾞｹﾝｹﾝﾁｸｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市昭和２－５－２６ 佐々木 宏幸
20000236 県内 （株）栃木都市計画センター ﾄﾁｷﾞﾄｼｹｲｶｸｾﾝﾀｰ 栃木県宇都宮市下戸祭２－１６－５ 鈴木 宏司
20000674 県内 （株）栃木不動産鑑定 ﾄﾁｷﾞﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲ 栃木県宇都宮市小幡１－２－１０ 阪上 真佐彦
20000631 県内 とちの葉不動産鑑定事務所 ﾄﾁﾉﾊﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県宇都宮市中戸祭１－１－３２ 中山 亮介
20000212 県内 （株）土木管理総合試験所 ﾄﾞﾎﾞｸｶﾝﾘｿｳｺﾞｳｼｹﾝｼﾞｮ 長野県長野市篠ノ井御幣川８７７－１ 下平 雄二 （株）土木管理総合試験所 宇都宮支店 栃木県宇都宮市若草４－２５－６ 岡崎 史晃
20000300 県内 （株）那須環境技術センター ﾅｽｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｾﾝﾀｰ 栃木県那須塩原市青木２２－１５２ 福田 篤志
20000458 県内 那須測量（株） ﾅｽｿｸﾘｮｳ 栃木県那須塩原市鍋掛１０８７－３０ 青栁 繁延
20000432 県内 日研測量㈱ ﾆｯｹﾝｿｸﾘｮｳ 栃木県那須塩原市東小屋３１８ 大島 薫
20000256 県内 （株）ニッコー ﾆｯｺｰ 栃木県宇都宮市宮園町８－１１ 山田 恭平
20000262 県内 （株）日水コン ﾆｯｽｲｺﾝ 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 新宿スクエアタワー間山 一典 （株）日水コン 栃木事務所 栃木県宇都宮市宮園町８－２ 松島ビル 時國 直樹
20000341 県内 日本工営（株） ﾆﾎﾝｺｳｴｲ 東京都千代田区麹町５－４ 新屋 浩明 日本工営（株） 栃木事務所 栃木県宇都宮市小幡１－１－２７ 馬場 貴志
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20000276 県内 日本水工設計（株） ﾆﾎﾝｽｲｺｳｾｯｹｲ 東京都中央区勝どき３－１２－１ 本名 元 日本水工設計（株） 栃木事務所 栃木県宇都宮市戸祭４－１５－１ 梅本 和寿
20000328 県内 （株）日本水道設計社 ﾆﾎﾝｽｲﾄﾞｳｾｯｹｲｼｬ 東京都千代田区三番町１ 堀 安弘 （株）日本水道設計社 栃木事務所 栃木県宇都宮市緑３－２６－１２ 原 一好
20001464 県内 （株）日本精測コンサルタント ﾆﾎﾝｾｲｿｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 埼玉県さいたま市北区本郷町１４００－１ 上杉 俊夫 （株）日本精測コンサルタント 栃木営業所 栃木県宇都宮市富士見が丘３－１－２０ 鈴木 実
20000356 県内 日本測地（株） ﾆﾎﾝｿｸﾁ 栃木県真岡市下高間木２－６－１２ 福田 雅之
20000249 県内 日本テクノ測量（有） ﾆﾎﾝﾃｸﾉｿｸﾘｮｳ 栃木県宇都宮市石井町３２９８ 秋山 隆一
20000225 県内 日本都市技術（株） ﾆﾎﾝﾄｼｷﾞｼﾞｭﾂ 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 川口 一志 日本都市技術（株） 北関東支店 栃木県宇都宮市東宿郷４－１－２０ 高賀茂 功
20000325 県内 （株）ニュ－ジェック ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ 大阪府大阪市北区本庄東２－３－２０ 吉津 洋一 （株）ニュ－ジェック 栃木事務所 栃木県宇都宮市下栗町１５２４－１３ 三田村 嘉浩
20000293 県内 （株）ニューフロンティア ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱ 栃木県宇都宮市岩曽町１４３８－２ 鈴木 浩之
20000321 県内 パシフィックコンサルタンツ（株） ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 東京都千代田区神田錦町３－２２ 重永 智之 パシフィックコンサルタンツ（株） 栃木事務所 栃木県宇都宮市大通り４－１ー１８ 徳山 有人
20000324 県内 パスキン工業（株） ﾊﾟｽｷﾝｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市野沢町６４０－４ 佐藤 靖
20000233 県内 （株）パスコ ﾊﾟｽｺ 東京都目黒区下目黒１－７－１ 島村 秀樹 （株）パスコ 栃木支店 栃木県宇都宮市中央１－１－１ 竹内 聡
20000445 県内 （株）八興 ﾊｯｺｳ 栃木県宇都宮市川田町１２１９－９ 柴田 嘉孝
20000478 県内 （株）八州 ﾊｯｼｭｳ 東京都江東区木場５－８－４０ 武部 泰三 （株）八州 真岡営業所 栃木県真岡市台町２３４４－１ 齋藤 勝幸
20000662 県内 （有）半貫建築設計事務所 ﾊﾝﾇｷｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県宇都宮市五代２－１－５ 半貫 正芳
20000265 県内 （株）ピーシーレールウェイコンサルタント ﾋﾟ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３－１８－１３ 荘司 和彦
20000378 県内 東日本総合計画（株） ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東京都墨田区業平３－１４－４ 樋口 智彦 東日本総合計画（株） 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市戸祭１－１２－３２ 中川 孝之
20000456 県内 （株）光エンジニアリング ﾋｶﾘｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－５３０－５ 星野 達 （株）光エンジニアリング 栃木営業所 栃木県佐野市石塚町２３１３－６ 関根 正男
20000480 県内 （株）富貴沢建設コンサルタンツ ﾌｷｻﾜｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 栃木県宇都宮市簗瀬２－１３－２６ 見目 正明
20000363 県内 福原地質基礎（株） ﾌｸﾊﾗﾁｼﾂｷｿ 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺２４４９－１７ 加藤 薫
20000474 県内 （株）フケタ設計 ﾌｹﾀｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市大曽１－５－８ 三柴 富男
20000484 県内 （株）フケタ都市開発 ﾌｹﾀﾄｼｶｲﾊﾂ 栃木県宇都宮市みどり野町１６－４ 大島 克則
20000368 県内 富士コンサルタンツ（株） ﾌｼﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 栃木県宇都宮市元今泉４－１８－１０ 石川 賢一
20000379 県内 フジ測量設計（株） ﾌｼﾞｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市駒生町１６２３－１ 藤白 智之
20000285 県内 （株）復建エンジニヤリング ﾌｯｹﾝｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 東京都中央区日本橋堀留町１－１１－１２ 川村 栄一郎 （株）復建エンジニヤリング 栃木事務所 栃木県宇都宮市岩曽町１４６２－４８ 戸田 秀夫
20000319 県内 芙蓉地質（株） ﾌﾖｳﾁｼﾂ 栃木県宇都宮市御幸ケ原町５７－２５ 喜内 敏夫
20000245 県内 （株）プレック研究所 ﾌﾟﾚｯｸｹﾝｷｭｳｼｮ 東京都千代田区麹町３－７－６ 杉尾 大地
20000366 県内 平成理研（株） ﾍｲｾｲﾘｹﾝ 栃木県宇都宮市石井町２８５６－３ 秋元 和人
20000286 県内 （株）ホカゾノ設計 ﾎｶｿﾞﾉｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市下戸祭２－１５－１８ 外園 和弘
20000440 県内 （株）本澤建築設計事務所 ﾎﾝｻﾞﾜｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県宇都宮市川田町１２２３－２７ 本澤 崇
20000575 県内 （株）間瀬コンサルタント ﾏｾｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都世田谷区喜多見９－４－７ 間瀬 哲 （株）間瀬コンサルタント 栃木営業所 栃木県宇都宮市上戸祭３－４－２０ 飯村 達也
20001539 県内 （株）丸川建築設計事務所 ﾏﾙｶﾜｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 岡山県岡山市北区駅前町１－５－１ 丸川 眞太郎
20000396 県内 三井共同建設コンサルタント（株） ﾐﾂｲｷｮｳﾄﾞｳｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都品川区大崎１－１１－１ 中野 宇助 三井共同建設コンサルタント（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市元今泉４－６－６ 市川 賢二
20000386 県内 （株）安田測量 ﾔｽﾀﾞｿｸﾘｮｳ 栃木県鹿沼市上野町１２２－１ 安田 晃昭
20000247 県内 （有）山崎企画設計 ﾔﾏｻﾞｷｷｶｸｾｯｹｲ 栃木県宇都宮市駒生２－８－１７ 山崎 良知
20000383 県内 （株）ヤマト設計 ﾔﾏﾄｾｯｹｲ 栃木県真岡市東光寺１－５－３ 黒子 基志
20000476 県内 ゆざわアーキデザイン（株） ﾕｻﾞﾜｱｰｷﾃﾞｻﾞｲﾝ 栃木県宇都宮市駒生町１８３７－３ 湯澤 敦史
20000401 県内 （株）横松建築設計事務所 ﾖｺﾏﾂｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 栃木県宇都宮市花園町４－１ 横松 宏明
20000382 県内 （株）ヨネヤプランニング ﾖﾈﾔﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 栃木県宇都宮市西一の沢町１０－５ 亀和田 信明
20000299 県内 （株）レック ﾚｯｸ 栃木県宇都宮市西川田町１１９４－１９ 大沼 孝雄
20000209 県内 （株）渡辺有規建築企画事務所 ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｳｷｹﾝﾁｸｷｶｸｼﾞﾑｼｮ 栃木県宇都宮市中今泉３－７－１５ 渡邉 有規
20000223 県外 （株）アール・アイ・エー ｱｰﾙｱｲｴｰ 東京都港区港南２－１２－２６ 梅澤 隆
20000402 県外 （株）ＩＮＡ新建築研究所 ｱｲｴﾇｴｰｼﾝｹﾝﾁｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 東京都文京区白山３－１－８ 加藤 朋行
20001490 県外 （株）葵エンジニアリング ｱｵｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 愛知県名古屋市中村区佐古前町２２－６ 漆戸 要 （株）葵エンジニアリング 関東支社 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－２－１７ 松岡 隆
20001505 県外 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング ｱｻﾉﾀｲｾｲｷｿｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東京都台東区北上野２－８－７ 平山 光信 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング 北関東事務所埼玉県さいたま市大宮区宮町１－２１ 山木 佐利
20000451 県外 朝日航洋（株） ｱｻﾋｺｳﾖｳ 東京都江東区新木場４－７－４１ 尾暮 敏範 朝日航洋（株） 水戸支店 茨城県水戸市城南１－７－５ 嶋村 和也
20000343 県外 アジア航測（株） ｱｼﾞｱｺｳｿｸ 東京都新宿区西新宿６－１４－１新宿グリーンタワービル小川 紀一朗 アジア航測（株） 北関東支店 群馬県前橋市元総社町１４２－１（本多ビル１Ｆ）柿崎 豊
20000501 県外 （株）梓設計 ｱｽﾞｻｾｯｹｲ 東京都大田区羽田旭町１０－１１ 杉谷 文彦
20000675 県外 （株）新居千秋都市建築設計 ｱﾗｲﾁｱｷﾄｼｹﾝﾁｸｾｯｹｲ 東京都目黒区祐天寺２－１４－１９ 四宮ビル２階新居 千秋
20001536 県外 （株）アルセッド建築研究所 ｱﾙｾｯﾄﾞｹﾝﾁｸｹﾝｷｭｳｼｮ 東京都渋谷区渋谷１－２０－１ 三井所 清典
20000646 県外 （株）阿波設計事務所 ｱﾜｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 大阪府大阪市浪速区元町２－２－１２ 瀬尾 忠治 （株）阿波設計事務所 東京支店 東京都江東区亀戸１－８－７ 加藤 勝人
20001488 県外 （株） イ・エス・エス ｲ･ｴｽ･ｴｽ 東京都文京区小石川１－１－１７ 西谷 保
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20000414 県外 （株）石本建築事務所 ｲｼﾓﾄｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 東京都千代田区九段南４－６－１２ 長尾 昌高 （株）石本建築事務所 東京オフィス 東京都千代田区九段南４－６－１２ 白井 俊明
20001545 県外 （株）伊東豊雄建築設計事務所 ｲﾄｳﾄﾖｵｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 東京都渋谷区渋谷１－１９－４ 伊東 豊雄
20001532 県外 （一財） 茨城県薬剤師会検査センター ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾔｸｻﾞｲｼｶｲｹﾝｻｾﾝ 茨城県水戸市笠原町９７８－４７ 横濱 明
20000571 県外 （有）ウッドサークル ｳｯﾄﾞｻｰｸﾙ 東京都中央区日本橋人形町２－１６－２ ４階 中田 英史
20001508 県外 （株）エイテック ｴｲﾃｯｸ 東京都渋谷区本町４－１２－７ 橘 義規 （株）エイテック 東日本支社 東京都渋谷区本町４－１２－７ 吉本 智彦
20000348 県外 （株）エイト日本技術開発 ｴｲﾄﾆﾎﾝｷﾞｼﾞｭﾂｶｲﾊﾂ 岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１ 小谷 裕司 （株）エイト日本技術開発 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市大通り２－２－３ 細川 和也
20000563 県外 株式会社 エース ｴｰｽ 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５松川 統久 株式会社 エース 東京支社 東京都中央区日本橋大伝馬町１３－１５ 藤田 伸二
20000392 県外 エコまちづくりフォーラム（株） ｴｺﾏﾁﾂﾞｸﾘﾌｫｰﾗﾑ 東京都千代田区外神田５－２－２ 須藤 敦司
20000411 県外 （株）エスイイシイ ｴｽｲｲｼｲ 東京都江東区佐賀１－１－１６ 佐藤 和美
20001516 県外 （株）エックス都市研究所 ｴｯｸｽﾄｼｹﾝｷｭｳｼｮ 東京都豊島区高田２－１７－２２ 内藤 弘
20000469 県外 （株）ＮＨＫテクノロジーズ ｴﾇｴｲﾁｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 東京都渋谷区神山町４－１４ 野口 周一 （株）ＮＨＫテクノロジーズファシリティ関東甲信越業務部東京都渋谷区神南１－４－１ 夏目 敬久
20000670 県外 ＮＴＣコンサルタンツ（株） ｴﾇﾃｨｰｼｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 大村 仁 ＮＴＣコンサルタンツ（株） 東京支社 東京都中野区本町１－３２－３ 西山 和宏
20000651 県外 （株）ＬＡＵ公共施設研究所 ｴﾙｴｰﾕｰｺｳｷｮｳｼｾﾂｹﾝｷｭｳｼ 東京都新宿区山吹町３５２－２２ 山本 忠順
20001471 県外 （株）遠藤克彦建築研究所 ｴﾝﾄﾞｳｶﾂﾋｺｹﾝﾁｸｹﾝｷｭｳｼﾞ 東京都港区浜松町１－９－１１ 遠藤 克彦
20000660 県外 （株）オウギ工設 ｵｳｷﾞｺｳｾﾂ 群馬県前橋市上泉町２６８ 霜触 和也
20000443 県外 応用地質（株） ｵｳﾖｳﾁｼﾂ 東京都千代田区神田美土代町７ 成田 賢 応用地質（株） 東京事務所 埼玉県さいたま市北区土呂町２－６１－５ 児玉 貴司
20001485 県外 （株）大宇根建築設計事務所 ｵｵｳﾈｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 東京都町田市森野１－３３－１８ 幹ビル 宮地 洋樹
20000371 県外 （株）奥野設計 ｵｸﾉｾｯｹｲ 神奈川県横浜市中区山下町２５－１５ 奥野 覚
20001514 県外 （株）片平新日本技研 ｶﾀﾋﾗｼﾝﾆｯﾎﾟﾝｷﾞｹﾝ 東京都文京区小石川２－２２－２ 保崎 康夫 （株）片平新日本技研 東京本店 東京都文京区小石川２－２２－２ 眞行寺 暢彦
20001531 県外 （株）環境管理センター ｶﾝｷｮｳｶﾝﾘｾﾝﾀｰ 東京都八王子市散田町３－７－２３ 水落 憲吾 （株）環境管理センター 北関東技術センター 埼玉県さいたま市中央区本町東３－１５－１２ 宮原 慎一
20000552 県外 （株）環境技研 ｶﾝｷｮｳｷﾞｹﾝ 群馬県高崎市金古町１７０９－１ 小林 聖
20000267 県外 （株）環境技研コンサルタント ｶﾝｷｮｳｷﾞｹﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 千葉県千葉市中央区都町３－１４－４ 中川 昌人
20000614 県外 （株）環境技術研究所 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 大阪府大阪市西区阿波座１－３－１５ 篠田 公平 （株）環境技術研究所 東京支店 東京都千代田区東神田２－１０－１６ 坂根 哲史
20000365 県外 （株）環境施設コンサルタント ｶﾝｷｮｳｼｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都千代田区神田神保町１－４４－２ 南雲 克彦
20000580 県外 （株）環境総合研究所 ｶﾝｷｮｳｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼｮ 埼玉県川越市鴨田５９２－３ 吉田 裕之 （株）環境総合研究所 北関東支社 群馬県太田市内ケ島町７１５－１ 藤生 雅喜
20000215 県外 （株）管総研 ｶﾝｿｳｹﾝ 兵庫県尼崎市浜１－１－１ 川久保 知一 （株）管総研 東京支店 東京都中央区京橋２－１－３ 榊原 浩二
20000562 県外 キタイ設計（株） ｷﾀｲｾｯｹｲ 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０ 梶 雅弘 キタイ設計（株） 関東支社 神奈川県小田原市栄町３－１０－２０ 村里 勲
20000214 県外 （株）教育施設研究所 ｷｮｳｲｸｼｾﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 東京都中央区日本橋本町３－４－７ 飯田 順一
20001482 県外 共同設計（株） ｷｮｳﾄﾞｳｾｯｹｲ 大阪府大阪市北区西天満５－１０－１４ 飯田 精三 共同設計（株） 東京事務所 東京都新宿区南元町１９ 飯田 健太郎
20000555 県外 （株）橋梁コンサルタント ｷｮｳﾘｮｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都中央区新川１－８－６ 徳渕 祐三 （株）橋梁コンサルタント 東日本支社 東京都中央区新川１－８－６ 眞崎 洋三
20000642 県外 （株）協和コンサルタンツ ｷｮｳﾜｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 山本 満 （株）協和コンサルタンツ 関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－６ 発知 雅史
20000085 県外 （株）極東技工コンサルタント ｷｮｸﾄｳｷﾞｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大阪府吹田市南金田２－３－２６ 村岡 基 （株）極東技工コンサルタント 東京支社 東京都台東区上野１－１０－１２ 商工中金・第一生命上野ビル飯星 秀樹
20001469 県外 空間情報サービス（株） ｸｳｶﾝｼﾞｮｳﾎｳｻｰﾋﾞｽ 千葉県千葉市中央区中央３－１０－６ 古里 弘
20000625 県外 （株）久慈設計 ｸｼﾞｾｯｹｲ 岩手県盛岡市紺屋町３－１１ 久慈 竜也 （株）久慈設計 東京支社 東京都千代田区西神田２－５－２ ＴＡＳビル５階千葉 聡
20000202 県外 （株）楠山設計 ｸｽﾔﾏｾｯｹｲ 東京都千代田区神田小川町３－２０ 久寿米木 康宣
20000587 県外 （株）国設計 ｸﾆｾｯｹｲ 東京都目黒区東山１－２－７ 江國 隆
20000351 県外 （株）久米設計 ｸﾒｾｯｹｲ 東京都江東区潮見２－１－２２ 藤澤 進
20000635 県外 （株）グリーンエコ ｸﾞﾘｰﾝｴｺ 大阪府大阪市中央区南船場１－１７－１１ 上野ＢＲビル岡村 雅明
20001481 県外 （一財）計量計画研究所 ｹｲﾘｮｳｹｲｶｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 東京都新宿区市谷本村町２－９ 岸井 隆幸
20001509 県外 （株）ケー・シー・エス ｹｰ･ｼｰ･ｴｽ 東京都文京区小石川１－１－１７ 宇野 昭弘 （株）ケー・シー・エス 東京支社 東京都文京区小石川１－１－１７ 熊谷 慶一
20001475 県外 （株）建設エンジニアリング ｹﾝｾﾂｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東京都千代田区神田佐久間町３－１５ 宇津橋 喜禎
20001522 県外 （株） 建設環境研究所 ｹﾝｾﾂｶﾝｷｮｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 東京都豊島区東池袋２－２３－２ 富田 邦裕
20001546 県外 （株）建設環境コンサルティング ｹﾝｾﾂｶﾝｷｮｳｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 山下 敏之 （株）建設環境コンサルティング 東京支店 東京都大田区平和島６－１－１ 横向 通匡
20001524 県外 （株） 建文 ｹﾝﾌﾞﾝ 東京都中野区中央１－２２－１３ 福田 省三
20000210 県外 公共地研（株） ｺｳｷｮｳﾁｹﾝ 埼玉県川口市戸塚３－２５－２７ 鈴木 孝雄
20001515 県外 （一財）高度映像情報センター ｺｳﾄﾞｴｲｿﾞｳｼﾞｮｳﾎｳｾﾝﾀｰ 東京都千代田区霞が関３－２－１ 久保田 了司
20001517 県外 （株） 弘洋コンサルタンツ ｺｳﾖｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 三重県松阪市山室町３２１０－４５ 野口 幸子
20000429 県外 国土情報開発（株） ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ 東京都世田谷区池尻２－７－３ 羽田 寛
20000654 県外 国土地図（株） ｺｸﾄﾞﾁｽﾞ 東京都新宿区西落合２－１２－４ 稲垣 秀夫
20000489 県外 （株）サーベイリサーチセンター ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 東京都荒川区西日暮里２－４０－１０ 藤澤 士朗 （株）サーベイリサーチセンター 営業部 東京都荒川区西日暮里２－４０－１０ 藤澤 昌樹
20001486 県外 （一社） 埼玉県環境検査研究協会 ｻｲﾀﾏｹﾝｶﾝｷｮｳｹﾝｻｹﾝｷｭｳｷ 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０－１１ 野口 裕司
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20000353 県外 （株）佐藤総合計画 ｻﾄｳｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東京都墨田区横網２－１０－１２ 細田 雅春
20001540 県外 ｓａｍｕｒａｉ－ａｒｃｈｉｔｅｃｔ ｻﾑﾗｲｱｰｷﾃｸﾄ 茨城県つくば市千現２－１－６ つくば研究支援センターＢ－１宮本 崇雄
20000455 県外 サンコーコンサルタント（株） ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都江東区亀戸１－８－９ 野村 秀行 サンコーコンサルタント（株） 北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町２－８１ 太田 守彦
20000278 県外 （株）三水コンサルタント ｻﾝｽｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大阪府大阪市北区中之島６－２－４０ 山﨑 義広 （株）三水コンサルタント 東京支社 東京都文京区小石川５－５－５ 伊澤 康
20001483 県外 （株）サンビーム ｻﾝﾋﾞｰﾑ 東京都千代田区三崎町３－２－８ 石川 和男
20000268 県外 三和航測（株） ｻﾝﾜｺｳｿｸ 東京都練馬区豊玉北６－１５－１４ 大西 錦城 三和航測（株） 北関東支社 茨城県水戸市城南２－１５－１６ 水戸フレールビル友田 博
20000641 県外 三和電子（株） ｻﾝﾜﾃﾞﾝｼ 東京都千代田区猿楽町２－１－６ 鍋田 政志
20001529 県外 （株）シアターワークショップ ｼｱﾀｰﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 東京都渋谷区神宮前６－２３－３ 伊東 正示
20001544 県外 （株）シ－ラカンスアソシエイツ ｼｰﾗｶﾝｽｱｿｼｴｲﾂ 東京都渋谷区恵比寿西１－２０－５ 赤松 佳珠子
20001502 県外 シーラカンスケイアンドエイチ（株） ｼｰﾗｶﾝｽｹｲｱﾝﾄﾞｴｲﾁ 東京都杉並区永福２－２３－５ 堀場 弘
20000269 県外 ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） ｼﾞｪｲｱｰﾙﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｺﾝｻﾙﾀﾝ 東京都品川区西品川１－１－１ 栗田 敏寿
20001528 県外 （株） シティ・プランニング ｼﾃｨ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 東京都江東区門前仲町２－２－８ 前原 行雄
20001499 県外 （株）四門 ｼﾓﾝ 東京都千代田区三崎町２－４－１ 那波 市郎
20001533 県外 社会システム（株） ｼｬｶｲｼｽﾃﾑ 東京都渋谷区恵比寿１－２０－２２ 小泉 健一
20001535 県外 （株）新環境設計 ｼﾝｶﾝｷｮｳｾｯｹｲ 東京都文京区本郷４－９－１５ 荻原 正之
20000237 県外 （株）シン技術コンサル ｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙ 北海道札幌市白石区栄通２－８－３０ 重清 祐之 （株）シン技術コンサル 栃木営業所 栃木県栃木市川原田町１５５６－２ 紺野 大介
20000648 県外 （株）新星コンサルタント ｼﾝｾｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 茨城県常総市篠山８８５－３ 中島 博敬
20001492 県外 （株） 森緑地設計事務所 ｼﾝﾘｮｸﾁｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 東京都港区芝５－２６－３０ 宮島 民男
20001497 県外 （株）杉原設計事務所 ｽｷﾞﾊﾗｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 東京都新宿区新宿１－２０－１３ 山崎 修一
20000322 県外 セントラルコンサルタント（株） ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都中央区晴海２－５－２４ 木原 一行 セントラルコンサルタント（株） 北関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１－５３－４ 佐久間 信任
20000558 県外 （株）綜企画設計 ｿｳｷｶｸｾｯｹｲ 東京都中央区日本橋蛎殻町１－３０－５ 原 澄雄 （株）綜企画設計 埼玉支店 埼玉県さいたま市大宮区土手町１－２ 鈴木 健治
20000404 県外 （株）総合環境計画 ｿｳｺﾞｳｶﾝｷｮｳｹｲｶｸ 東京都江東区牡丹１－１４－１ 横山 隆二郎 （株）総合環境計画 北関東事務所 埼玉県さいたま市北区土呂町２－４４－１３ 赤井 裕
20000589 県外 （株）総合環境分析 ｿｳｺﾞｳｶﾝｷｮｳﾌﾞﾝｾｷ 神奈川県横浜市緑区鴨居１－１３－２ 石渡 壮
20001465 県外 （株）総合鑑定調査 ｿｳｺﾞｳｶﾝﾃｲﾁｮｳｻ 愛知県名古屋市中区錦１－６－１８ Ｊ・伊藤ビル４階小森 洋志
20001507 県外 （株）総合設計研究所 ｿｳｺﾞｳｾｯｹｲｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 東京都千代田区飯田橋４－９－４ 木村 弘
20000447 県外 （株）相和技術研究所 ｿｳﾜｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 東京都品川区上大崎２－１８－１ 平野 尚久
20000394 県外 （株）大建設計 ﾀﾞｲｹﾝｾｯｹｲ 東京都品川区東五反田５－１０－８ 平岡 省吉 （株）大建設計 東京事務所 東京都品川区東五反田５－１０－８ 中村 光邦
20000323 県外 （株）ダイヤコンサルタント ﾀﾞ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 （株）ダイヤコンサルタント 埼玉事務所 埼玉県さいたま市北区吉野町２－２７２－３ 倉斗 泰
20001534 県外 太洋エンジニアリング（株） ﾀｲﾖｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 奈良県奈良市大宮町６－７－３ 池上 博明 太洋エンジニアリング（株） 東京支社 東京都千代田区内神田１－１４－５ 中野 晃治
20000468 県外 玉野総合コンサルタント（株） ﾀﾏﾉｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 愛知県名古屋市東区東桜２－１７－１４ 牧村 直樹 玉野総合コンサルタント（株） 東京支店 東京都荒川区西日暮里２－２６－２ 小中 達雄
20001491 県外 （株） 地域環境計画 ﾁｲｷｶﾝｷｮｳｹｲｶｸ 東京都世田谷区桜新町２－２２－３ ＮＤＳビル 高塚 敏
20001518 県外 （株） 地域計画建築研究所 ﾁｲｷｹｲｶｸｹﾝﾁｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 京都府京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町８２中塚 一 （株） 地域計画建築研究所 東京事務所 東京都千代田区内神田１－１５－７ ユニゾ内神田一丁目ビル坂井 信行
20000407 県外 （株）地域計画連合 ﾁｲｷｹｲｶｸﾚﾝｺﾞｳ 東京都豊島区北大塚２－２４－５－２Ｆ 江田 隆三
20001503 県外 （株）地域総合計画 ﾁｲｷｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 長野県須坂市野辺町１３５４－１ 野平 芳一 （株）地域総合計画 関東事業所 埼玉県志木市館１－６－１５－２０４ 檀原 保夫
20000453 県外 中央航業（株） ﾁｭｳｵｳｺｳｷﾞｮｳ 埼玉県上尾市地頭方３３２－７ 小池 盛文
20000624 県外 中央コンサルタンツ（株） ﾁｭｳｵｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 愛知県名古屋市西区那古野２－１１－２３ 藤本 博史 中央コンサルタンツ（株） 東京支店 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 松村 裕二
20000361 県外 （株）中央ジオマチックス ﾁｭｳｵｳｼﾞｵﾏﾁｯｸｽ 東京都板橋区舟渡３－１５－２２ 田中 尚行
20000409 県外 （株）長大 ﾁｮｳﾀﾞｲ 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 永冶 泰司 （株）長大 つくば支店 茨城県つくば市東平塚７３０ 酒井 正晶
20001487 県外 ティーアール・コンサルタント（株） ﾃｨｰｱｰﾙ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 埼玉県鴻巣市上谷１４５６ 三田 浩史
20000585 県外 （株）ディナック中日本 ﾃﾞｨﾅｯｸﾅｶﾆﾎﾝ 山梨県甲府市里吉４－１２－５ 藤田 尚晋
20001477 県外 （株）テクノスジャパン ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 福岡県福岡市博多区光丘町３－１－５ 垣本 政輝 （株）テクノスジャパン 関東支店 埼玉県さいたま市南区文蔵４－２３－２０－１０２三小田 和則
20000616 県外 電気興業（株） ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 東京都千代田区丸の内３－３－１ 松澤 幹夫 電気興業（株） 中央統括部 東京都千代田区丸の内３－３－１ 松永 希
20000576 県外 （株）東京航業研究所 ﾄｳｷｮｳｺｳｷﾞｮｳｹﾝｷｭｳｼｮ 埼玉県川越市伊佐沼２８－１ 中本 直士
20001501 県外 東京システム特機 （株） ﾄｳｷｮｳｼｽﾃﾑﾄｯｷ 東京都千代田区飯田橋４－５－１１ 吉田 光男
20000412 県外 （株）東京ソイルリサーチ ﾄｳｷｮｳｿｲﾙﾘｻｰﾁ 東京都目黒区東が丘２－１１－１６ 田部井 哲夫 （株）東京ソイルリサーチ 東京支店 東京都目黒区青葉台３－６－１６ 早藤 嘉隆
20000645 県外 東京テクニカル・サービス（株） ﾄｳｷｮｳﾃｸﾆｶﾙ･ｻｰﾋﾞｽ 千葉県浦安市今川４－１２－３８－１ 吉池 南
20000565 県外 （株）東京ランドスケープ研究所 ﾄｳｷｮｳﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟｹﾝｷｭｳｼ 東京都渋谷区本町１－４－３ エバーグレイス本町１階小林 新
20000551 県外 （株）東光コンサルタンツ ﾄｳｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 東京都豊島区東池袋４－４１－２４ 堀 尚義 （株）東光コンサルタンツ 本社事業部 東京都豊島区東池袋４－４１－２４ 堀 龍義
20001476 県外 東電用地（株） ﾄｳﾃﾞﾝﾖｳﾁ 東京都荒川区西日暮里２－２５－１ 小河原 克実 東電用地（株）栃木支店 栃木県宇都宮市戸祭町３－９－２２ 岩崎 登
20000229 県外 （株）東畑建築事務所 ﾄｳﾊﾀｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 大阪府大阪市中央区高麗橋２－６－１０ 米井 寛 （株）東畑建築事務所 本社オフィス東京 東京都千代田区永田町２－４－３ 阿蘇品 尚士
20001472 県外 （株）東朋エンジニアリング ﾄｳﾎｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東京都文京区水道１－５－２４マルワイビル３階 小見山 誓雄 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市下栗町２７５４－１ 松山 勇一
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20000606 県外 （株）東洋設計 ﾄｳﾖｳｾｯｹｲ 石川県金沢市諸江町中丁２１２－１ 大嶋 庸介 （株）東洋設計 東京支社 東京都千代田区岩本町３－１－２ 原島 克則
20000305 県外 （株）東洋設計事務所 ﾄｳﾖｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 東京都文京区本郷３－６－６ 青柳 司郎
20000637 県外 （株）トータルメディア開発研究所 ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱｶｲﾊﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 東京都千代田区紀尾井町３－２３ 山村 健一郎
20000410 県外 （株）トーニチコンサルタント ﾄｰﾆﾁｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都渋谷区本町１－１３－３ 横田 輝明 （株）トーニチコンサルタント 北関東事務所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－２３８－２ 須田 純
20001506 県外 （株） 徳岡設計 ﾄｸｵｶｾｯｹｲ 大阪府大阪市中央区本町橋５－１４ 徳岡 浩二
20000408 県外 （株）都市環境計画研究所 ﾄｼｶﾝｷｮｳｹｲｶｸｹﾝｷｭｳｼｮ 東京都千代田区岩本町３－２－１ 大竹 直子
20000671 県外 （株）都市環境研究所 ﾄｼｶﾝｷｮｳｹﾝｷｭｳｼｮ 東京都文京区本郷２－３５－１０ 横山 英生
20001523 県外 （株）都市環境設計 ﾄｼｶﾝｷｮｳｾｯｹｲ 大阪府大阪市浪速区恵美須西２－１４－３０ 中原 聡 （株）都市環境設計 東京事務所 東京都新宿区四谷本塩町４－４０ 神田 貴幸
20000350 県外 （株）都市計画研究所 ﾄｼｹｲｶｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１３－５ 佐藤 憲璋
20000243 県外 （株）利根設計事務所 ﾄﾈｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 群馬県前橋市亀里町２７４－３ 山宮 雅幸
20000331 県外 内外エンジニアリング（株） ﾅｲｶﾞｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 京都府京都市南区久世中久世町１－１４１ 池田 正 内外エンジニアリング（株） 東京支社 東京都台東区東上野１－２８－１２ 小林 厚司
20000661 県外 内外地図（株） ﾅｲｶﾞｲﾁｽﾞ 東京都千代田区神田小川町３－２２ 五本木 秀昭
20001495 県外 （株） 内藤建築事務所 ﾅｲﾄｳｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 京都府京都市左京区田中大堰町１８２ 川本 雄三 （株） 内藤建築事務所  東京事務所 東京都中央区八丁堀３－１２－８ 尾上 佳秀
20000339 県外 中川理水建設（株） ﾅｶｶﾞﾜﾘｽｲｹﾝｾﾂ 茨城県土浦市真鍋５－１６－２６ 中川 喜久治
20001498 県外 （有）長塚建築設計事務所 ﾅｶﾞﾂｶｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 茨城県古河市原町４－２ 長塚 威
20000463 県外 中日本建設コンサルタント（株） ﾅｶﾆﾎﾝｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 愛知県名古屋市中区錦１－８－６ 上田 直和 中日本建設コンサルタント（株） 東京事務所 東京都千代田区五番町１４ 堀川 伸幸
20000370 県外 （株）中庭測量コンサルタント ﾅｶﾆﾜｿｸﾘｮｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都大田区大森中１－２－２６ 中庭 基雄
20000344 県外 （株）ナカノアイシステム ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２ 坂井 浩 （株）ナカノアイシステム 北関東支店 茨城県水戸市堀町２０７４－３ メゾンドＫ３０６号真壁 智
20000239 県外 （株）日建技術コンサルタント ﾆｯｹﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大阪府大阪市中央区谷町６－４－３ 平井 成典 （株）日建技術コンサルタント 東京本社 東京都新宿区西新宿６－２４－１（西新宿三井ビルディング）木村 邦久
20000338 県外 （株）日さく ﾆｯｻｸ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－１９９－３ 若林 直樹 （株）日さく 東日本支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－１９９－３ 水井 寿則
20000488 県外 （株）日産技術コンサルタント ﾆｯｻﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大阪府大阪市中央区大手前１－２－１５ 宮脇 佳史 （株）日産技術コンサルタント 東京支社 東京都港区芝公園２－３－６ 五十嵐 洋樹
20000272 県外 （株）日新技術コンサルタント ﾆｯｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ 柴田 功 （株）日新技術コンサルタント 東京事務所 東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ 高羽 弦
20000387 県外 （株）日総建 ﾆｯｿｳｹﾝ 東京都渋谷区幡ケ谷１－３４－１４ 濵田 幸一
20001504 県外 （株） 日展 ﾆｯﾃﾝ 大阪府大阪市北区万歳町３－７ 田加井 徹 （株） 日展  東京支店 東京都台東区東上野６－２１－６ 福岡 功
20000560 県外 （株）日本インシーク ﾆﾎﾝｲﾝｼｰｸ 大阪府大阪市中央区南本町３－６－１４ 番上 正人 （株）日本インシーク 埼玉支店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－１０３ 井関 隆雄
20000448 県外 （一財）日本環境衛生センター ﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳｴｲｾｲｾﾝﾀｰ 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０－６ 南川 秀樹
20000598 県外 （株）日本環境工学設計事務所 ﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳｺｳｶﾞｸｾｯｹｲｼﾞﾑ 東京都千代田区神田神保町２－７－３ 岩脇 成彦
20000609 県外 （株）日本構造橋梁研究所 ﾆﾎﾝｺｳｿﾞｳｷｮｳﾘｮｳｹﾝｷｭｳｼ 東京都千代田区岩本町３－８－１５ 前田 晴人
20000594 県外 （株）日本設計 ﾆﾎﾝｾｯｹｲ 東京都新宿区西新宿６－５－１ 篠﨑 淳
20000201 県外 日本測地設計（株） ﾆﾎﾝｿｸﾁﾁｾｯｹｲ 東京都新宿区高田馬場３－２３－６ 松崎 明毅
20001500 県外 （株） 日本駐車場工学研究会 ﾆﾎﾝﾁｭｳｼｬｼﾞｮｳｺｳｶﾞｸｹﾝｷ 東京都立川市錦町６－２３－１０ 原田 晃史
20000676 県外 （株）乃村工藝社 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 東京都港区台場２－３－４ 榎本 修次
20001538 県外 ビーム計画設計（株） ﾋﾞｰﾑｹｲｶｸｾｯｹｲ 岐阜県岐阜市加納栄町通７－３０ 久保 正美 ビーム計画設計（株） 東京支店 東京都港区芝浦１－１１－４ 田中 克典
20000434 県外 （株）日野 ﾋﾉ 東京都世田谷区大原１－３６－１４ 今村 政夫
20000634 県外 ㈱福山コンサルタント ﾌｸﾔﾏｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－１８ 福島 宏治 ㈱福山コンサルタント 東京支社 東京都文京区後楽２－３－２１ 大塚 宣昭
20000330 県外 フジ地中情報（株） ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ 東京都港区海岸３－２０－２０ 深澤 貴 フジ地中情報（株） 東京支店 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－１ 田中 利明
20001468 県外 （株）フジヤマ ﾌｼﾞﾔﾏ 静岡県浜松市中区元城町２１６－１９ 藤山 義修 （株）フジヤマ 東京支店 東京都千代田区東神田２－６－７ ３Ｆ 鈴木 直美
20001525 県外 （株） 双葉 ﾌﾀﾊﾞ 東京都豊島区目白３－１４－８ 野崎 雄平
20001480 県外 復建調査設計（株） ﾌｯｹﾝﾁｮｳｻｾｯｹｲ 広島県広島市東区光町２－１０－１１ 來山 尚義 復建調査設計（株） 東京支社 東京都千代田区岩本町３－８－１５ 石田 友英
20000599 県外 （株）プライムプラン ﾌﾟﾗｲﾑﾌﾟﾗﾝ 群馬県前橋市元総社町１４２－１ 伊勢 光一
20000591 県外 （株）文化財保存計画協会 ﾌﾞﾝｶｻﾞｲﾎｿﾞﾝｹｲｶｸｷｮｳｶｲ 東京都千代田区一ツ橋２－５－５ 矢野 和之
20000578 県外 北海道地図（株） ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｽﾞ 北海道旭川市台場一条２－１－６ 小林 毅一 北海道地図（株） 東京支店 東京都千代田区平河町２－６－１ 平河町ビル 周藤 利通
20001526 県外 （株） マキュアス ﾏｷｭｱｽ 東京都豊島区池袋３－７０－５ 猪瀬 典夫
20000672 県外 （株）増山栄建築設計事務所 ﾏｽﾔﾏｻｶｴｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 茨城県つくば市千現１－１２－２－３０５ 増山 栄
20000595 県外 （株）松下設計 ﾏﾂｼﾀｾｯｹｲ 埼玉県さいたま市中央区上落合１－８－１２ 松下 充孝
20000504 県外 （株）松田平田設計 ﾏﾂﾀﾞﾋﾗﾀｾｯｹｲ 東京都港区元赤坂１－５－１７ 江本 正和
20000420 県外 （株）丸菱行政地図 ﾏﾙﾋﾞｼｷﾞｮｳｾｲﾁｽﾞ 東京都台東区池之端２－５－４１ 吉冨 明 （株）丸菱行政地図 さいたま営業所 埼玉県さいたま市北区宮原町４－８３－７ 森永 泰治
20000668 県外 （株）三上建築事務所 ﾐｶﾐｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 茨城県水戸市大町３－４－３６ 益子 一彦
20001474 県外 （株）三橋設計 ﾐﾂﾊｼｾｯｹｲ 東京都千代田区内神田１－２－８ 武藤 昭
20001478 県外 （株）宮建築設計 ﾐﾔｹﾝﾁｸ 徳島県徳島市福島１－５－６ 宮本 博 （株）宮建築設計 東京支店 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 宮本 浩作
20001489 県外 （株）宮本忠長建築設計事務所 ﾐﾔﾓﾄﾀﾀﾞﾅｶﾞｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞ 長野県長野市柳原１８７５－１ 宮本 夏樹
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20001462 県外 （株）無線放送設計事務所 ﾑｾﾝﾎｳｿｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 神奈川県横浜市中区相生町１－１ 川端 竜美
20001493 県外 （株）森京介建築事務所 ﾓﾘｷｮｳｽｹｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 東京都渋谷区代々木１－２－９ 森 実
20000503 県外 （株）安井建築設計事務所 ﾔｽｲｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 大阪府大阪市中央区島町２－４－７ 佐野 吉彦 （株）安井建築設計事務所 東京事務所 東京都千代田区平河町１－３－１４ 上枝 真二
20000261 県外 八千代エンジニヤリング（株） ﾔﾁﾖｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 東京都台東区浅草橋５－２０－８ 出水 重光 八千代エンジニヤリング（株） 関東センター 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－７ 岡田 巧
20000479 県外 （株）山下設計 ﾔﾏｼﾀｾｯｹｲ 東京都中央区日本橋小網町６－１ 藤田 秀夫
20001527 県外 （株）山田守建築事務所 ﾔﾏﾀﾞﾏﾓﾙｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 東京都千代田区岩本町３－２－１ 宮原 浩輔
20001510 県外 大和測量（株） ﾔﾏﾄｿｸﾘｮｳ 東京都渋谷区初台１－８－６ 小又 啓攝 大和測量（株） 栃木営業所 栃木県下都賀郡壬生町幸町１－５－１０ 真下 博行
20000650 県外 （株）ＵＲリンケージ ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 東京都江東区東陽２－４－２４ 西村 志郎 （株）ＵＲリンケージ 栃木営業所 栃木県宇都宮市駅前通り３－５－２７ 高島 聡
20000652 県外 （株）豊建築事務所 ﾕﾀｶｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 東京都港区南青山１－１５－１４ 田中 秀朗
20000390 県外 （株）横河建築設計事務所 ﾖｺｶﾞﾜｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 東京都品川区上大崎２－２５－２ 鈴木 良典
20001494 県外 横浜エンジニアリング（株） ﾖｺﾊﾏｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 神奈川県横浜市中区万代町１－２－１２ 草島 豊
20000663 県外 （株）吉沢水道コンサルタント ﾖｼｻﾞﾜｽｲﾄﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 千葉県千葉市中央区市場町６－１８ 山本 博
20001548 県外 （株）Ｌｉｇｈｔ Ｓｔａｇｅ ﾗｲﾄｽﾃｰｼﾞ 東京都中央区日本橋浜町３－３９－７ ２階 木村 博行
20000271 県外 （株）ライフ計画事務所 ﾗｲﾌｹｲｶｸｼﾞﾑｼｮ 東京都江東区亀戸６－５８－１２ 金子 隆行
20000203 県外 ランドブレイン（株） ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ 東京都千代田区平河町１－２－１０ 吉武 祐一
20001512 県外 リバーホールディングス（株） ﾘﾊﾞｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京都千代田区大手町１－７－２ 東京サンケイビル１５階松岡 直人
20001543 県外 （株）龍環境計画 ﾘｭｳｶﾝｷｮｳｹｲｶｸ 東京都中野区本町６－２２－１９ 内田 文雄
20001547 県外 （株）流通研究所 ﾘｭｳﾂｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 神奈川県厚木市寿町１－４－３－２ 村上 充
20000452 県外 （株）レーモンド設計事務所 ﾚｰﾓﾝﾄﾞｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 東京都渋谷区代々木５－５８－１ 三浦 敏伸
20001530 県外 若鈴コンサルタンツ （株） ﾜｶｽｽﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 愛知県名古屋市西区中小田井５－４５０ 吉田 信宏 若鈴コンサルタンツ （株） 東京支店 東京都豊島区東池袋３－９－７ 奥田 康博

8/8


