
令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称

ニッタ建築事務所 635-0047 衛生 工事監理（機械）

奈良県 大和高田市 電気 調査

新田　真司 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社相互設計事務所 673-0404 測量一般 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 兵庫県 三木市 地図の調整 電気 調査

花川　泰博 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水

奈良事務所 639-0235 建築一般 機械積算 地域計画 下水道

所長 奈良県 香芝市 意匠 電気積算 河川・砂防

戸田　弘人 構造 工事監理（建築）

0745-43-8154 0745-43-8155 暖冷房 工事監理（電気）

株式会社中山綜合コンサルタント 640-8441 測量一般 道路

代表取締役 和歌山県 和歌山市

中山　智支

下水道

河川・砂防 農業土木

三井共同建設コンサルタント株式会社 141-0032 道路 施工計画及び積算 分析・解析

代表取締役社長 東京都 品川区 造園 建設環境 宅地造成

中野　宇助 都市計画 電算関係

奈良営業所 630-8115 下水道 地質 電気電子 計算業務

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

梅原　輝樹 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-32-1515 0742-32-1516 水産土木 トンネル 経済調査 地質調査

株式会社アルト舎 639-2123 測量一般 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 葛城市 地図の調整 電気 調査

中　利住 航空測量 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社礎建築事務所 634-0007 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 橿原市 電気 調査

南　明 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社三弘建築事務所 662-0914 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 兵庫県 西宮市 電気 調査

池田　裕彦 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社遠藤克彦建築研究所 105-0013

代表取締役 東京都 港区 調査

遠藤　克彦

建築一般 地域計画

意匠
工事監理（建築）

株式会社仲構造事務所 639-0225

代表取締役 奈良県 香芝市 調査

中本　明 建築積算 耐震診断

建築一般

意匠

構造 工事監理（建築）

株式会社グリーンエコ 542-0081 分析・解析

代表取締役 大阪府 大阪市中央区 調査

岡村　雅明 電算関係

建築一般 計算業務

交通量調査 資料等整理

2

3

1

田井新町11-8　ミナミビル2F

大村1114

良福寺83-21

栄谷241

浜松町1-9-11　大鵬ビル4F

備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

本町4-16

大崎1-11-1

大宮町3-2-50　白樺ハイツ大宮V406

忍海437-32

葛本町835-1

9
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4

5

6

7

8

瓦口2166

南船場一丁目17番11号上野ＢＲビル

受付
番号
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環境調査

経済調査

若鈴コンサルタンツ株式会社 452-0822 測量一般 道路 土地調査

代表取締役 愛知県 名古屋市西区

吉田　伸宏 上水道及び工業用水 都市計画

奈良営業所 636-0201 建築一般 下水道

所長 奈良県 磯城郡川西町 河川・砂防 農業土木

諏訪　和之 鋼構物造及びコンクリート

0745-43-2400 0745-43-2400 電力土木 地質調査

東洋技研コンサルタント株式会社 532-0025 測量一般 道路 施工計画及び積算 分析・解析

代表取締役社長 大阪府 大阪市淀川区 鉄道 建設環境 宅地造成

宮下　典嗣 都市計画 電算関係

奈良営業所 630-8354 計算業務

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

山本　晃廣 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-20-1081 0742-20-1091 トンネル 経済調査 地質調査

キタイ設計株式会社 521-1398 測量一般 衛生 工事監理（機械） 道路 廃棄物 分析・解析 土地調査

代表取締役 滋賀県 近江八幡市 地図の調整 電気 調査 造園 建設環境 宅地造成

梶　雅弘 航空測量 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係 物件

奈良事務所 630-8001 建築一般 機械積算 地域計画 下水道 地質 計算業務

所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

土田　健史 構造 工事監理（建築） 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-81-8468 0742-81-8469 暖冷房 工事監理（電気） 経済調査 地質調査

株式会社テクノス電子企画 453-0035

代表取締役 愛知県 名古屋市中村区

椛澤　嘉彦

滋賀営業所 526-0031 電気電子

所長 滋賀県 長浜市

栗本　敬以

0749-59-3138 0749-59-3138

株式会社ランド・エコ 639-1028

代表取締役 奈良県 大和郡山市

清水　直弥

地質調査

株式会社すぎた測量設計事務所 639-3603 測量一般

代表取締役 奈良県 吉野郡川上村

杉田　好司

株式会社新洲 520-3015 測量一般 道路 施工計画及び積算 分析・解析 土地調査

代表取締役 滋賀県 栗東市 地図の調整 建設環境 宅地造成

宮島　和彦 航空測量 上水道及び工業用水 都市計画 物件 計量証明事業（騒音調査・振動調査）

大阪支店 569-1111 建築一般 下水道

支店長 大阪府 高槻市 河川・砂防 交通量調査 資料等整理 営業補償

和泉　達也 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

072-629-1451 072-629-1460 地質調査

株式会社日水コン 163-1122 測量一般 衛生 工事監理（機械） 廃棄物 施工計画及び積算 分析・解析

代表取締役社長 東京都 新宿区 地図の調整 電気 調査 建設環境

間山　一典 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画 機械 電算関係 下水道処理施設維持管理（ポンプ施設運転、保守、点検等）、土壌（水底の堆積物を含む）環境の調査、測定、分析、評価等

奈良事務所 630-8227 建築一般 機械積算 地域計画 下水道 電気電子 計算業務

事務所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

河野　淳一 構造 工事監理（建築） 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-20-6700 0742-20-6701 暖冷房 工事監理（電気） トンネル 経済調査 地質調査

株式会社ＫＥＩＳＩＮ 590-0834 測量一般 道路

代表取締役 大阪府 堺市堺区 地図の調整

西林　嘉隆 都市計画 物件

奈良支店 635-0026 建築一般 機械工作物

取締役 奈良県 大和高田市 営業補償

深田　通 事業損失

0745-43-6444 0745-43-6445

株式会社アールズ 635-0026 測量一般

代表取締役 奈良県 大和高田市 地図の調整

世利　幸治
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安養寺1-1-24

美しが丘2-8-22

西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー
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株式会社ＮＪＳ 105-0023 測量一般 衛生 工事監理（機械） 廃棄物 分析・解析 土地調査

代表取締役社長 東京都 港区 電気 調査 建設環境

村上　雅亮 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水 電算関係

奈良出張所 630-8115 建築一般 機械積算 地域計画 下水道 電気電子 計算業務

所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算 河川・砂防 土質及び基礎

牧　真之 構造 工事監理（建築） 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-36-2117 0742-36-2118 暖冷房 工事監理（電気） トンネル 経済調査 地質調査

朝日航洋株式会社 136-0082 測量一般 道路 土地調査

代表取締役社長 東京都 江東区 地図の調整 建設環境

尾暮　敏範 航空測量 都市計画 物件

西日本空情支社 564-0062 下水道

支社長 大阪府 吹田市 河川・砂防

福本　博史 森林土木

06-6338-3321 06-6338-1461 地質調査

株式会社日本インシーク 541-0054 測量一般 道路 廃棄物 施工計画及び積算 分析・解析 土地調査

代表取締役 大阪府 大阪市中央区 鉄道 造園 建設環境 宅地造成

小林　祐太 航空測量 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係 計量証明事業（騒音、振動）

奈良支社 634-0813 建築一般 下水道 地質 電気電子 計算業務

支社長 奈良県 橿原市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

保宗　卓 港湾及び空港 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0744-21-0041 0744-21-0031 電力土木 水産土木 トンネル 経済調査 地質調査

奈良技研株式会社 631-0801 測量一般 道路

代表取締役 奈良県 奈良市 地図の調整

玉水　淳一 航空測量

下水道

河川・砂防 資料等整理

鋼構物造及びコンクリート

地質調査

株式会社ファノバ 530-0001 土地調査 総合補償

代表取締役 大阪府 大阪市北区

平松　圭一 物件

奈良営業所 630-8244 機械工作物

所長 奈良県 奈良市 営業補償

高田　雅之 事業損失

0742-20-0158 0742-20-0159 補償関連

株式会社松本コンサルタント 770-0811 測量一般 道路 土地調査

代表取締役 徳島県 徳島市 地図の調整

松本　祐一 航空測量 上水道及び工業用水 都市計画 物件

奈良支店 632-0251 下水道

奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 営業補償

松本　光男 鋼構物造及びコンクリート 事業損失

0742-63-0033 0742-63-0034 地質調査

株式会社東和テクノロジー 730-0803 測量一般 衛生 工事監理（機械） 廃棄物 分析・解析

代表取締役 広島県 広島市中区 電気 調査 建設環境

友田　啓二郎 建築積算 耐震診断

奈良営業所 631-0801 建築一般 機械積算 地域計画

所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算

福永　和弘 構造 工事監理（建築） 環境調査 施工管理

0742-70-6701 0742-70-6702 暖冷房 工事監理（電気）

大日本コンサルタント株式会社 101-0022 測量一般 道路 施工計画及び積算 分析・解析

代表取締役社長執行役員 東京都 千代田区 地図の調整 鉄道 造園 建設環境 宅地造成

新井　伸博 航空測量 都市計画 電算関係

奈良営業所 630-8115 建築一般 下水道 地質 計算業務

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

山下　浩之 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-30-5021 0742-30-5022 トンネル 経済調査 地質調査

ビル・エイド株式会社 634-0007 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 橿原市 電気 調査

森田　惠介 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社スリーエスコンサルタンツ 530-0015 測量一般 道路 施工計画及び積算 分析・解析
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東九条町262-1

広瀬北町3番11号

左京4丁目8-5

神田練塀町300

芝浦一丁目１番１号
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左京1-13-25
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三条町487

東吉野町2-24-6

大宮町6-2-10

新木場4-7-41

垂水町3-35-31

南本町3-6-14

四条町277-1

葛本町118-1

3 / 42 ページ



令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

代表取締役 大阪府 大阪市北区 地図の調整

北野　和孝 都市計画 電算関係

奈良営業所 630-8115 電気電子 計算業務

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

桑原　大輔 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-35-2668 0742-35-2668 経済調査

有限会社和州測量設計事務所 635-0096 測量一般

代表取締役 奈良県 大和高田市

早津　忠保

土地家屋調査士法人和州 635-0097

代表社員 奈良県 大和高田市

早津　忠保 土地家屋調査士（不動産表題登記及び附帯業務・関連業務）

株式会社エオネックス 920-0209 測量一般

代表取締役 石川県 金沢市 建設環境

市山　勉 土壌汚染指定調査機関（土壌・環境調査）、分析業務

地質

土質及び基礎

地質調査

株式会社京成設計 630-8113 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 奈良市 電気 調査

木村　豊 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社大阪水道工業会研究所 530-0041 測量一般

代表取締役 大阪府 大阪市北区

中村　篤二 上水道及び工業用水

奈良支社 631-0078 下水道

支社長 奈良県 奈良市

林　久生

0742-49-1285 0742-49-1286

株式会社たかの建築事務所 637-0041 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 五條市 電気 調査

鷹野　仁士 建築積算 耐震診断 物件

建築一般 機械積算 地域計画 機械工作物

意匠 電気積算 営業補償

構造 工事監理（建築） 事業損失

暖冷房 工事監理（電気） 補償関連

株式会社三座建築事務所 550-0002 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 大阪府 大阪市西区 電気 調査

井手　俊男 建築積算 耐震診断 都市計画

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社アリオン 639-1062 測量一般

代表取締役 奈良県 生駒郡安堵町

島田　美智代

株式会社三和綜合コンサル 535-0021

代表取締役社長 大阪府 大阪市旭区 土地評価

今井　信宏 物件

奈良支店 630-8441 機械工作物

支店長 奈良県 奈良市 営業補償

今井　隆宏 事業損失

38

39

33

34

35

36

37

江戸堀1-22-38

大字岡崎538-1

法蓮町428-1　ルミネール新大宮301

天神橋3-6-26

富雄元町1-3-29

本町1-7-11

30

31

32

北本町7-22

東蚊爪町1-19-4

中崎西2-4-12

大宮町6-3-7

西町2-50

清水1-5-21

神殿町327-2-108
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

0742-50-1022 0742-50-1023 補償関連

國年上下水道設計株式会社 589-0006 測量一般

代表取締役 大阪府 大阪狭山市

國年　佑和 上水道及び工業用水

奈良営業所 639-1042 下水道

所長 奈良県 大和郡山市

大野　恵史

0743-53-8287 0743-53-7865

株式会社協和コンサルタンツ 151-0073 測量一般 道路

代表取締役 東京都 渋谷区 造園 建設環境

山本　満 上水道及び工業用水 都市計画

関西支店 530-0045 建築一般 下水道 電気電子

支店長 大阪府 大阪市北区 河川・砂防 土質及び基礎

斉藤　健一 鋼構物造及びコンクリート

06-6367-1635 06-6362-0988 トンネル 地質調査

協和設計株式会社 567-0877 測量一般 道路 施工計画及び積算

代表取締役社長 大阪府 茨木市 建設環境 宅地造成

久後　雅治 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係

下水道 地質 計算業務

河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

トンネル 地質調査

内外エンジニアリング株式会社 601-8213 測量一般 道路 土地調査

代表取締役社長 京都府 京都市南区 地図の調整 建設環境

池田　正 航空測量 上水道及び工業用水 都市計画 物件

奈良営業所 630-8121 建築一般 下水道

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 営業補償

森本　泰功 鋼構物造及びコンクリート 事業損失

0742-36-3535 0742-36-3536 地質調査

有限会社ビルチェック 639-1004 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 大和郡山市 電気 調査

大塚　一昭

建築一般 機械積算

電気積算

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社日航コンサルタント 739-0025 測量一般 道路 土地調査

代表取締役 広島県 東広島市 地図の調整

愛須　友行 航空測量 物件

大阪支社 543-0001 下水道 地質

支社長 大阪府 大阪市天王寺区 河川・砂防 交通量調査 営業補償

愛須　友行 鋼構物造及びコンクリート

06-6766-6801 06-6766-6802 地質調査

基礎地盤コンサルタンツ株式会社 136-8577 測量一般 道路 分析・解析

代表取締役 東京都 江東区 地図の調整 建設環境 宅地造成

柳浦　良行 航空測量 電算関係 計量証明事業（濃度）、土壌汚染対策法指定調査機関

奈良事務所 636-0822 下水道 地質 計算業務

所長 奈良県 生駒郡三郷町 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

十河　和人 港湾及び空港 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0745-73-2660 0745-73-2661 水産土木 トンネル 経済調査 地質調査

株式会社浜名技術コンサルタント 541-0045

代表取締役 大阪府 大阪市中央区

黒田　泰弘 物件

奈良事務所 631-0842 機械工作物

所長 奈良県 奈良市 営業補償

川口　実 事業損失

0742-46-6667 0742-46-6647 補償関連

株式会社清和 637-0083 測量一般

代表取締役 奈良県 五條市

山本　清仁

株式会社エイテック 151-0071 測量一般 道路 施工計画及び積算 土地調査

代表取締役 東京都 渋谷区 地図の調整

橘　義規 航空測量 都市計画

奈良支店 630-8115 下水道

39

40

41

42

45

46

天神西町5-17

金剛2-11-1

小泉町2261-4

笹塚1-62-11

立野南２丁目10番１７号

道修町2-2-6

菅原町650-3

下之町65

城北町5-47

西条中央1-17-9

上本町3-2-15

亀戸1-5-7

49

44

丑寅2-1-34

久世中久世町1-141

三条宮前町4-21　プレステ11番館

43

本町4-12-7

47

48
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号
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本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

支店長 奈良県 奈良市 河川・砂防 交通量調査

久川　真史 鋼構物造及びコンクリート 事業損失

0742-30-4700 0742-30-4702 地質調査 補償関連

株式会社アーバンパイオニア設計 530-0053 測量一般 道路 施工計画及び積算

代表取締役 大阪府 大阪市北区 造園

森川　勝仁 都市計画

奈良営業所 630-8115 建築一般

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎

瀧頭　良行 鋼構物造及びコンクリート

0742-81-9100 0742-81-9101

株式会社阿波設計事務所 556-0016 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 大阪府 大阪市浪速区 電気 調査

瀬尾　忠治 建築積算 耐震診断

奈良支店 630-8013 建築一般 機械積算 地域計画

支店長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算

金城　伊佐夫 構造 工事監理（建築）

0742-32-5158 0742-32-5159 暖冷房 工事監理（電気）

株式会社オオバ 101-0054 測量一般 道路 廃棄物 施工計画及び積算 分析・解析 土地調査 総合補償

代表取締役 東京都 千代田区 地図の調整 調査 造園 建設環境 宅地造成 土地評価

辻本　茂 航空測量 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係 物件 計量証明事業者（音圧レベル・振動加速度レベル）

奈良営業所 630-8115 建築一般 地域計画 下水道 地質 計算業務 機械工作物

所長 奈良県 奈良市 意匠 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理 営業補償

藤本　靖央 構造 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理 事業損失

0742-34-1581 0742-34-1583 地質調査 補償関連

株式会社エルクコンサルタント 651-0087 測量一般 道路

代表取締役 兵庫県 神戸市中央区

河野　陽子

奈良営業所 630-8115 地質

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎

小田　雅義 鋼構物造及びコンクリート

0742-35-2517 0742-35-2518 地質調査

株式会社不二設計コンサルタント 582-0016 測量一般 分析・解析

代表取締役 大阪府 柏原市

植田　一男 耐震診断 上水道及び工業用水

奈良営業所 639-0254 建築一般 下水道 電気電子

所長 奈良県 香芝市

植田　宗幸 環境調査

0745-76-0461 0745-76-0476

コム建設コンサルタント 630-0223

代表取締役 奈良県 生駒市

水上　信也 物件

機械工作物

営業補償

事業損失

補償関連

株式会社都市環境研究所 113-0033

代表取締役 東京都 文京区

横山　英生 都市計画

三重事務所 514-0006

三重事務所長 三重県 津市

五十子　修

059-223-3861 059-223-3860

株式会社弘洋コンサルタンツ 515-0052 測量一般 道路 施工計画及び積算 土地調査

代表取締役 三重県 松阪市

野口　幸子 物件

奈良営業所 630-8113 下水道

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 交通量調査

河野　栄司 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-81-9860 0742-81-9870

株式会社中和設計 634-0812 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 橿原市 電気 調査

中谷　淳一 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社なんば技研 710-0251 測量一般 道路 分析・解析 土地調査

代表取締役 岡山県 倉敷市 地図の調整 建設環境 宅地造成

末広町3-3

大宮町7-2-23　三和佐保川ビル4F

51

元町2-2-12

三条大路2-2-54

49

50

大宮町5-3-14

56

本郷２丁目３５番１０号

広明町358

58

今井町2-1-14

59

57

山室町3210-45

法蓮町56-3　サンコーポ桜町310

大宮町5-3-14-508

53

御幸通4-2-9

大宮町6-1-9

54

安堂町1-29　大清ビル

関屋北7-14-18

55

小瀬町645

52

神田錦町3-7-1
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）
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難波　龍也 航空測量 物件 土壌汚染対策法に基づく指定調査、騒音・振動測定、計量証明

奈良支社 630-8012 下水道 地質 計算業務

支社長 奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理 営業補償

若井　義博 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理 事業損失

0742-35-9592 0742-35-8635 経済調査 地質調査 補償関連

日本水工設計株式会社 104-0054 測量一般 衛生 工事監理（機械） 廃棄物 施工計画及び積算 分析・解析

代表取締役社長 東京都 中央区 電気 調査 建設環境

本名　元 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画 機械 電算関係

奈良事務所 634-0805 建築一般 機械積算 下水道 地質 電気電子 計算業務

所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 資料等整理

植島　祐二 構造 工事監理（建築） 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-32-3722 0742-32-3723 暖冷房 工事監理（電気） 電力土木 水産土木 トンネル 地質調査

株式会社福井建築設計事務所 634-0064 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 橿原市 電気 調査

福井　弘司 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

アトラス工営株式会社 631-0842 測量一般 土地調査

代表取締役 奈良県 奈良市

杉本　信雄 物件

営業補償

事業損失

サンディスト株式会社 635-0025 測量一般 土地調査

代表取締役 奈良県 大和高田市 地図の調整

智原　正志 航空測量

株式会社ウエスコ 700-0033 測量一般 衛生 工事監理（機械） 道路 廃棄物 施工計画及び積算 分析・解析

代表取締役社長 岡山県 岡山市北区 地図の調整 電気 調査 鉄道 造園 建設環境 宅地造成

北村　彰秀 航空測量 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係 物件 計量証明事業者

奈良営業所 630-8115 建築一般 機械積算 地域計画 下水道 地質 計算業務 機械工作物

所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

吉田　勝廣 構造 工事監理（建築） 港湾及び空港 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理 事業損失

0742-35-7777 0742-35-7890 暖冷房 工事監理（電気） トンネル 経済調査 地質調査 補償関連

株式会社ノア技術コンサルタント 633-0063 測量一般 道路 分析・解析 土地調査

代表取締役 奈良県 桜井市 地図の調整 宅地造成

笹畑　憲治 航空測量 上水道及び工業用水 電算関係

下水道 計算業務

河川・砂防 農業土木 交通量調査 資料等整理

鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

経済調査 地質調査

株式会社公共補償設計 648-0092

代表取締役 和歌山県 橋本市

杉坂　真人 物件

奈良営業所 633-0062

取締役営業所長 奈良県 桜井市 営業補償

鴻池　嘉宏 事業損失

0744-47-2086 0744-47-2087

写測エンジニアリング株式会社 543-0001 測量一般 道路 土地調査

代表取締役 大阪府 大阪市天王寺区 地図の調整 造園

永露　潔 航空測量 都市計画 物件

奈良営業所 630-8115 下水道 機械工作物

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 営業補償

小俵　秀人 鋼構物造及びコンクリート 事業損失

0742-36-6006 0742-36-6036

株式会社大聖ソイルリサーチ 637-0071

代表取締役 奈良県 五條市

小路　逸夫

地質調査

65

川合272-4

61

見瀬町611-4

59

玉島長尾214-1

二条大路南1-2-7

62

菅原町６５０番地1

63

60

勝どき3-12-1

三条大路1-2-2

神楽3-3-13

68

二見5丁目7-11-103

66

紀見ケ丘3-15-3

粟殿1029-5

67

上本町3-2-15

大宮町3-4-4

64

島田本町2-5-35

大宮町7-2-5
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

株式会社日新技術コンサルタント 103-0012 測量一般

代表取締役社長 東京都 中央区

柴田　功 上水道及び工業用水

奈良出張所 639-2306 建築一般 下水道

所長 奈良県 御所市

村上　忠昭

0745-64-0355 0745-64-0356 地質調査

中日本建設コンサルタント株式会社 460-0003 測量一般 工事監理（機械） 道路 廃棄物 分析・解析 土地調査

代表取締役社長 愛知県 名古屋市中区 調査 鉄道 建設環境 宅地造成

上田　直和 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係

奈良事務所 630-0136 建築一般 地域計画 下水道 電気電子 計算業務

所長 奈良県 生駒市 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

酒井　潤 工事監理（建築） 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0743-78-5794 0743-78-5795 工事監理（電気） トンネル 経済調査 地質調査

株式会社原田鑿井設備工業所 639-1123

代表取締役 奈良県 大和郡山市

原田　芳朗

地質調査

株式会社上智 939-1351 測量一般 道路 土地調査 総合補償

代表取締役 富山県 砺波市 地図の調整 土地評価

金木　春男 航空測量 都市計画 物件

奈良支店 635-0076 下水道 機械工作物

支店長 奈良県 大和高田市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 営業補償

神島　和也 事業損失

0745-53-8757 0745-53-8757 補償関連

株式会社昭和設計コンサルタント 530-0044 測量一般

代表取締役 大阪府 大阪市北区

松永　昇次

奈良営業所 634-0042 下水道

取締役所長 奈良県 橿原市

木村　靖彦

0744-32-1123 0744-32-1355

株式会社ピーエムコンサルタント 541-0053 測量一般 道路 施工計画及び積算

代表取締役 大阪府 大阪市中央区 地図の調整 建設環境

山下　郁美 都市計画

奈良支社 634-0844

専務取締役支社長 奈良県 橿原市 河川・砂防

大迫　香代子 鋼構物造及びコンクリート 施工管理

0744-29-8428 0744-29-2500

株式会社西播設計 679-4161 道路 施工計画及び積算 土地調査 総合補償

代表取締役 兵庫県 たつの市 土地評価

永井　晴夫 物件

奈良営業所 630-8441 地質 機械工作物

営業所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎 営業補償

中田　正則 鋼構物造及びコンクリート 事業損失

0742-63-7811 0742-63-7812 地質調査 補償関連

株式会社北和設計 630-8001 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 奈良市 電気 調査

泉谷　良宏 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社セイワコンサル 636-0914 測量一般

代表取締役 奈良県 生駒郡平群町 地図の調整

坂本　悟 上水道及び工業用水

地質調査

近畿技術コンサルタンツ株式会社 540-0012 測量一般 道路

代表取締役社長 大阪府 大阪市中央区 建設環境

田中　基裕 都市計画

奈良事務所 631-0065 下水道

奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

74

本町１丁目７番７号ＷＡＫＩＴＡ堺筋本町ビル４階

土橋町612-2

70

錦1-8-6

白庭台1-5-20

71

筒井町933-1

75

龍野町日山229-1

神殿町327-2-305

72

千代176-1

大谷293-13

69

日本橋堀留町1-5-7

三室680

73

東天満2-9-4

菖蒲町1-23-1

76

法華寺町126-1

77

西宮2-6-21

78

谷町2-6-4　谷町ビル
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

山上　雅之 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-52-7101 0742-52-7104
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 532-0011 測量一般 衛生 工事監理（機械） 道路 施工計画及び積算 土地調査

代表取締役 大阪府 大阪市淀川区 地図の調整 電気 調査 鉄道 建設環境

土肥　弘明 航空測量 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画 物件

建築一般 機械積算 地域計画 下水道 電気電子

意匠 電気積算 土質及び基礎

構造 工事監理（建築） 鋼構物造及びコンクリート

暖冷房 工事監理（電気） トンネル 地質調査

ビーム計画設計株式会社 500-8455

代表取締役 岐阜県 岐阜市

久保　正美

電気電子

ランドブレイン株式会社 102-0093 測量一般 道路 分析・解析

代表取締役 東京都 千代田区 造園

吉武　祐一 都市計画 電算関係

大阪事務所 550-0005 建築一般 計算業務

所長 大阪府 大阪市西区 交通量調査

小笹　清 環境調査

06-6541-2755 06-6541-2733 経済調査

株式会社大和測量設計事務所 634-0804 測量一般 道路 土地調査

代表取締役 奈良県 橿原市 地図の調整 宅地造成

森本　忠 土地家屋調査士業務

河川・砂防 交通量調査

鋼構物造及びコンクリート 施工管理

有限会社坪岡建築事務所 634-0006 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 橿原市 電気 調査

坪岡　秀明 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社新土木開発コンサルタント 650-0032 測量一般 道路 施工計画及び積算 土地調査

代表取締役 兵庫県 神戸市中央区 地図の調整 建設環境 宅地造成

吉光　茂規

奈良支店 630-8451 下水道

支店長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎

吉光　真人 鋼構物造及びコンクリート 施工管理

0742-50-0611 0742-50-0626

株式会社綜企画設計 103-0014 衛生 工事監理（機械）

代表取締役社長 東京都 中央区 電気 調査

原　澄雄 建築積算 耐震診断

奈良支店 631-0816 建築一般 機械積算 地域計画

奈良支店長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算

今川　与志雄 構造 工事監理（建築）

0742-32-1655 0742-32-1656 暖冷房 工事監理（電気）

株式会社日建技術コンサルタント 542-0012 測量一般 衛生 工事監理（機械） 道路 廃棄物 施工計画及び積算 分析・解析

代表取締役社長 大阪府 大阪市中央区 地図の調整 電気 調査 建設環境 宅地造成

平井　成典 航空測量 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係

奈良事務所 631-0065 建築一般 機械積算 地域計画 下水道 地質 電気電子 計算業務

所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

辻本　博雅 構造 工事監理（建築） 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-52-6768 0742-51-7427 暖冷房 工事監理（電気） トンネル 経済調査 地質調査

株式会社パスコ 153-0064 測量一般 道路 廃棄物 分析・解析 土地調査

代表取締役 東京都 目黒区 地図の調整 鉄道 造園 建設環境

島村　秀樹 航空測量 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係

奈良支店 630-8115 下水道 地質 計算業務

支店長 奈良県 奈良市 意匠 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理 営業補償

中山　智博 港湾及び空港 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査

0742-30-6451 0742-35-7233 地質調査

株式会社寛設計事務所 530-0047 測量一般

代表取締役 大阪府 大阪市北区

難波　修一 上水道及び工業用水

84

伊藤町119

北之庄町736-1

80

加納栄町通7-30

81

平河町1-2-10

西本町1-3-15　大阪建大ビル

86

谷町6-4-3

鳥見町1-16-14

87

下目黒1-7-1

大宮町5-2-11

78

鳥見町2-25-7

79

西中島5-4-20

85

蛎殻町1-30-5

西大寺本町5-13

82

内膳町1-1-22　ＫアンドＫビル

83

新賀町254-6

88

西天満5-2-18
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）
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奈良営業所 630-8113 下水道

所長 奈良県 奈良市

加三　朋宏

0742-32-2090 0742-32-2091

共同設計株式会社 530-0047 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 大阪府 大阪市北区 電気 調査

飯田　精三 建築積算 耐震診断 都市計画

奈良事務所 631-0818 建築一般 機械積算 地域計画

代表者 奈良県 奈良市 意匠 電気積算

加納　利行 構造 工事監理（建築）

0742-43-5836 0742-43-5837 暖冷房 工事監理（電気）

安西工業株式会社 651-2411 測量一般

代表取締役 兵庫県 神戸市西区

清水　章弘 航空測量

野村興産株式会社 103-0012 分析・解析

代表取締役 東京都 中央区

藤原　悌

ヤマト環境センター 633-2204

センター長 奈良県 宇陀市

三上　保人 環境調査

0745-84-2822 0745-84-4075

株式会社新大阪エンジニアリング 532-0011 測量一般

代表取締役 大阪府 大阪市淀川区 電気

永井　敦志 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水

奈良事務所 636-0012 建築一般 機械積算

所長 奈良県 北葛城郡王寺町 電気積算

石田　暁光 構造 施工管理

0745-43-5742 0745-43-5744 地質調査

株式会社英晃コンサルタント 637-0004 測量一般 道路 分析・解析

代表取締役 奈良県 五條市 地図の調整 宅地造成

武田　統治 航空測量 電算関係

下水道 計算業務

河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

地質調査

株式会社五星 767-0011 測量一般 道路 土地調査

代表取締役 香川県 三豊市 地図の調整 造園 建設環境 宅地造成

今中　雅樹 航空測量 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係 物件

奈良事務所 636-0344 建築一般 下水道 地質 計算業務 機械工作物

所長 奈良県 磯城郡田原本町 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理 営業補償

藤村　俊幸 港湾及び空港 森林土木 環境調査 施工管理 事業損失

0744-34-5015 0744-34-5016 水産土木 地質調査 補償関連

株式会社ワイテック 654-0162 測量一般 道路

代表取締役 兵庫県 神戸市須磨区

上山　健一

奈良事務所 630-0243 下水道

所長 奈良県 生駒市

野上　優秀 鋼構物造及びコンクリート

0743-74-3255 0743-74-3254

村井測量設計株式会社 807-0821 測量一般

代表取締役 福岡県 北九州市八幡西区 地図の調整

山本　義治 航空測量

近畿支社 638-0812

支社長 奈良県 吉野郡大淀町

森本　康幸

0747-52-6514 0747-53-0361

株式会社共同技術コンサルタント 519-0141 測量一般 道路 分析・解析 土地調査

代表取締役 三重県 伊賀市 地図の調整 調査 宅地造成

柘植　満博 航空測量 耐震診断 都市計画 電算関係 物件

奈良支店 631-0011 建築一般 地域計画 下水道 計算業務

支店長 奈良県 奈良市 意匠 河川・砂防 農業土木 資料等整理

荒木　理之 構造 工事監理（建築） 鋼構物造及びコンクリート 施工管理

0742-52-0898 0742-52-0899 地質調査

株式会社倉田総合鑑定 630-8113 測量一般 土地調査 総合補償

88

法蓮町433-1

96

陣原3-15-12

大字桧垣本1245-1

92

西中島4-2-21　ミツフ新御堂筋ビル

本町2-4-26

93

今井3-6-43

89

西天満5-10-14

西大寺赤田町1-9-7

98

90

上新地3-3-1

91

日本橋堀留町2-1-3

菟田野大澤55

97

楯岡631

押熊町471-1

94

高瀬町下勝間670-1

宮森100-55

95

神の谷3-3-9

俵口町95-8　H109
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代表取締役 奈良県 奈良市 土地評価 不動産鑑定

倉田　智史 物件 不動産鑑定、時点修正

機械工作物

営業補償

事業損失

補償関連

株式会社吹上技研コンサルタント 610-1146 測量一般 道路 分析・解析 土地調査

代表取締役 京都府 京都市西京区 地図の調整 宅地造成

吹上　範子 航空測量 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係 物件

奈良営業所 630-8113 下水道 計算業務

営業所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

篠田　俊介 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-30-6140 0742-30-6282 経済調査 地質調査

ニッタ測量設計 635-0041 測量一般

奈良県 大和高田市

新田　昌和

大和リース株式会社 540-0011 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 大阪府 大阪市中央区 電気

北　哲弥

奈良支店 631-0844 建築一般

支店長 奈良県 奈良市 意匠

小原　孝清 構造 工事監理（建築）

0742-52-8311 0742-51-1858 暖冷房 工事監理（電気）

中央復建コンサルタンツ株式会社 533-0033 測量一般 道路 施工計画及び積算 分析・解析 土地調査

代表取締役社長 大阪府 大阪市東淀川区 地図の調整 鉄道 建設環境

兼塚　卓也 航空測量 都市計画 電算関係 物件 計量証明（音圧レベル、振動加速度レベル）

奈良営業所 630-8115 建築一般 下水道 地質 電気電子 計算業務

奈良県 奈良市 意匠 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

石井　覚司 構造 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理 事業損失

0742-35-9280 0742-35-9281 トンネル 経済調査 地質調査 補償関連

株式会社エイト日本技術開発 700-8617 測量一般 道路 廃棄物 施工計画及び積算 分析・解析 土地調査 総合補償

代表取締役 岡山県 岡山市北区 地図の調整 鉄道 造園 建設環境 宅地造成 土地評価

小谷　裕司 航空測量 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係 物件

奈良事務所 630-8115 下水道 地質 電気電子 計算業務 機械工作物

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理 営業補償

竹添　敏仁 港湾及び空港 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理 事業損失

0742-35-1669 0742-35-1675 水産土木 トンネル 経済調査 地質調査 補償関連

ジオテクニカル株式会社 580-0044 測量一般

代表取締役 大阪府 松原市 地図の調整

小松　一也 航空測量

奈良営業所 630-8126

営業所長 奈良県 奈良市

藤原　嘉伸

0742-30-3338 0742-30-3339

第一設計監理株式会社 520-3234 測量一般 衛生 工事監理（機械） 道路 施工計画及び積算 土地調査

代表取締役 滋賀県 湖南市 地図の調整 電気 調査 宅地造成

谷口　徳次郎 航空測量 建築積算 耐震診断 都市計画

奈良営業所 630-8043 建築一般 機械積算 地域計画 下水道 電気電子

営業所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

福永　茂門 構造 工事監理（建築） 鋼構物造及びコンクリート 施工管理

0742-40-0178 0742-40-0180 暖冷房 工事監理（電気） トンネル 地質調査

株式会社都市環境設計 556-0003 測量一般 衛生 工事監理（機械）

代表取締役社長 大阪府 大阪市浪速区 電気 調査

中原　聡 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社地域計画建築研究所 600-8007 衛生 工事監理（機械） 廃棄物

代表取締役 京都府 京都市下京区 電気 調査 造園

中塚　一 建築積算 耐震診断 都市計画

大阪事務所 541-0042 建築一般 機械積算 地域計画

大阪事務所長 大阪府 大阪市中央区 意匠 電気積算

岡本　荘平 構造 工事監理（建築）

98

法蓮町163-1　新大宮愛正寺ビル3階

99

大原野西境谷町2-14-2

法蓮町234-1-316

100

田井172-3

104

田井城4-8-3

三条栄町4-7　ルミエール三条305

105

中央1-6

六条1-34-27

101

農人橋2-1-36

宝来町954-1

102

東中島4-11-10

大宮町5-3-14　不動ビル

103

津島京町3-1-21

大宮町5-3-14

106

恵美須西2-14-30

107

四条通り高倉西入ル立売西町82

今橋３丁目１番７号　日本生命今橋ビル
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

06-6205-3600 06-6205-3601 暖冷房 工事監理（電気）

株式会社メット 599-8238

代表取締役 大阪府 堺市中区

時任　美幸 下水道管内TVカメラ調査

株式会社八州 135-0042 測量一般 道路 土地調査 総合補償

代表取締役 東京都 江東区 地図の調整 造園 土地評価

武部　泰三 航空測量 都市計画 物件 土地家屋調査

奈良営業所 630-8013 下水道 機械工作物

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎 営業補償

辻口　和範 鋼構物造及びコンクリート 事業損失

0742-32-3587 0742-32-8588 地質調査 補償関連

株式会社潮技術コンサルタント 639-0225 測量一般

代表取締役 奈良県 香芝市

武田　康夫 上水道及び工業用水

建築一般 下水道

施工管理

株式会社奈良地質 631-0012

代表取締役 奈良県 奈良市

森　勝重

地質調査

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 108-0022

代表取締役 東京都 港区

内野　一尋 上水道の漏水調査

関西支店 562-0035

支店長 大阪府 箕面市

篠原　信成

06-6302-7771 06-7656-1647

正和設計株式会社 520-0806 測量一般 道路 施工計画及び積算 土地調査

代表取締役 滋賀県 大津市 建設環境

田中　英幸 航空測量 上水道及び工業用水 都市計画 物件 無人航空機（UAV）を用いた写真撮影、調査

奈良営業所 630-8015 下水道

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

藤井　幹雄 鋼構物造及びコンクリート 施工管理

0742-30-6225 0742-30-6300 トンネル 地質調査

株式会社エース 600-8138 測量一般 衛生 工事監理（機械） 道路 施工計画及び積算 分析・解析 土地調査

代表取締役 京都府 京都市下京区 電気 調査 鉄道 建設環境 宅地造成

松川　統久 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係

奈良営業所 630-8013 建築一般 機械積算 下水道 地質 計算業務

所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

森山　誠 構造 工事監理（建築） 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-34-3338 0742-34-3338 暖冷房 工事監理（電気） トンネル 経済調査 地質調査

株式会社環境技術研究所 550-0011 廃棄物

代表取締役 大阪府 大阪市西区

篠田　公平

奈良営業所 639-0243 建築一般 下水道

所長 奈良県 香芝市

村井　康一

0745-71-9487 0745-71-9488

株式会社コーダ技研 639-2341 測量一般 土地調査

代表取締役 奈良県 御所市 地図の調整

幸田　正 航空測量

株式会社安井建築設計事務所 540-0034

代表取締役社長 大阪府 大阪市中央区

佐野　吉彦 耐震診断 都市計画

建築一般 地域計画

108

土師町4-5-17

110

瓦口2115

111

中山町114-1

109

木場5-8-40

三条大路３丁目１番９号

107

112

海岸3-20-20　ヨコソーレインボータワー

船場東3-4-17　箕面千里ビル

116

朝妻271-1

117

島町2-4-7

113

打出浜3-7

四条大路南町23-20

114

七条通木屋町上る大宮町205

三条大路1-2-11　角田ビル203号

115

阿波座1-3-15

藤山2-342-4
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

株式会社東京設計事務所 100-0013 測量一般

代表取締役社長 東京都 千代田区 建設環境

狩谷　薫 上水道及び工業用水 機械

奈良事務所 630-0242 建築一般 下水道 電気電子

所長 奈良県 生駒市

中野　泰暢 鋼構物造及びコンクリート

0743-71-6080 0743-71-6081 トンネル 地質調査

株式会社ヨシノコンサルタント 639-3103 測量一般 道路

代表取締役 奈良県 吉野郡吉野町

鍵　竜二 航空測量

河川・砂防
鋼構物造及びコンクリート

地質調査

株式会社サンヨーナイス 577-0025 測量一般

代表取締役 大阪府 東大阪市 地図の調整

寺坂　忠

天理技研株式会社 632-0071 測量一般 道路 分析・解析 土地調査

代表取締役 奈良県 天理市 地図の調整 宅地造成

手塚　明宏 航空測量 電算関係

下水道 計算業務

河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

地質調査

株式会社森林テクニクス 112-0004 測量一般 土地調査

代表取締役 東京都 文京区

喜　力哉 物件

奈良営業所 631-0054

奈良県 奈良市

小阪　等 森林土木

0742-51-4100 0742-51-4100

第一建設設計株式会社 531-0061 測量一般 道路 施工計画及び積算

代表取締役 大阪府 大阪市北区

井上　茂之

奈良事務所 639-0242 下水道

所長 奈良県 香芝市 河川・砂防

河野　洋一 鋼構物造及びコンクリート

0745-71-5020 0745-71-5021

サンコーコンサルタント株式会社 136-8522 測量一般 道路 施工計画及び積算 分析・解析 土地調査

代表取締役社長 東京都 江東区 地図の調整 造園 建設環境 宅地造成

野村　秀行 航空測量 上水道及び工業用水 都市計画 機械 電算関係 物件 音圧レベル・振動加速度レベル、土壌汚染状況調査

奈良営業所 630-8115 建築一般 下水道 地質 電気電子 計算業務 機械工作物

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理 営業補償

武政　正知 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理 事業損失

0742-35-0677 0742-35-8190 トンネル 経済調査 地質調査 補償関連

中央開発株式会社 169-8612 測量一般 道路

代表取締役社長 東京都 新宿区 建設環境

田中　誠 都市計画

奈良営業所 634-0063 下水道 地質

所長 奈良県 橿原市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎

三嶋　信裕 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート

0744-27-4601 0744-27-4602 電力土木 トンネル 地質調査

株式会社レック 567-0888 測量一般

代表取締役 大阪府 茨木市

三品　吉延 上水道及び工業用水

奈良営業所 636-0822 建築一般

営業所長 奈良県 生駒郡三郷町

三品　貴英

0745-43-6390 0745-43-6397

株式会社ウジョウ 700-0983 測量一般

代表取締役 岡山県 岡山市北区 地図の調整

120

新家2-7-3

117

122

後楽1-7-12

石木町119-2

123

長柄西1-3-19　第一天六ビル

北今市3-158-16

121

田井庄町569-1

118

霞が関3-7-1　霞が関東急ビル

新生駒台11-26

119

大字平尾42-2　Ｋビル

124

亀戸1-8-9

大宮町2-4-29

125

西早稲田3-13-5

久米町567-2

126

駅前3-2-2

立野南1-23-10

127
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

廣瀬　総一郎

白浜支店 649-2334

和歌山県 西牟婁郡白浜町

長尾　英治

0739-45-3674 0739-45-3748

中西構造設計事務所 634-0006

代表取締役 奈良県 橿原市 調査

中西　治夫 建築積算 耐震診断

建築一般

意匠

構造 工事監理（建築）

株式会社キンキ地質センター 612-8236 測量一般 道路

代表取締役 京都府 京都市伏見区

高松　博司

奈良事務所 632-0006 地質

所長 奈良県 天理市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎

山口　裕弘

0743-65-5610 0743-65-5620 地質調査

太洋エンジニアリング株式会社 630-8115 測量一般 道路 土地調査

代表取締役 奈良県 奈良市 土地評価 不動産鑑定

池上　博明 物件

下水道 機械工作物

河川・砂防 土質及び基礎 営業補償
鋼構物造及びコンクリート 事業損失

地質調査

玉野総合コンサルタント株式会社 461-0005 測量一般 衛生 工事監理（機械） 道路 廃棄物 施工計画及び積算 分析・解析 土地調査 総合補償

代表取締役社長 愛知県 名古屋市東区 地図の調整 電気 調査 造園 建設環境 宅地造成 土地評価 不動産鑑定

牧村　直樹 航空測量 建築積算 耐震診断 都市計画 電算関係 物件

奈良事務所 631-0818 建築一般 機械積算 地域計画 下水道 地質 計算業務 機械工作物

所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理 営業補償

猪瀬　雅之 構造 工事監理（建築） 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理 事業損失

0742-52-8980 0742-52-8981 暖冷房 工事監理（電気） 経済調査 地質調査 補償関連

関西技術コンサルタント株式会社 567-0881 測量一般 衛生 工事監理（機械） 分析・解析

代表取締役 大阪府 茨木市 地図の調整 電気 調査 宅地造成

梅垣　亨 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水 電算関係

奈良営業所 636-0311 建築一般 機械積算 地域計画 下水道 電気電子 計算業務

営業統括 奈良県 磯城郡田原本町 意匠 電気積算 交通量調査 資料等整理

辻　裕司 構造 工事監理（建築） 環境調査 施工管理

0744-34-0075 0744-34-0078 暖冷房 工事監理（電気） 経済調査 地質調査

株式会社阪神コンサルタンツ 630-8115 測量一般 道路 分析・解析

奈良県 奈良市

田中　竹延

地質

河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

鋼構物造及びコンクリート 環境調査

トンネル 地質調査

株式会社三協エンジニア 639-1037 測量一般

代表取締役 奈良県 大和郡山市

上村　真之

河川・砂防 交通量調査 資料等整理

鋼構物造及びコンクリート 施工管理

地質調査

株式会社インテコ 630-8122 測量一般 道路 分析・解析

代表取締役 奈良県 奈良市 地図の調整 宅地造成

山下　修 航空測量 電算関係 環境省指定調査機関（土壌汚染状況調査等）

下水道 計算業務

河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

地質調査

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 151-0071 測量一般 衛生 工事監理（機械） 道路 施工計画及び積算 分析・解析

代表取締役社長 東京都 渋谷区 地図の調整 電気 調査 鉄道 造園 建設環境 宅地造成

野崎　秀則 航空測量 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係 物件

奈良事務所 630-8115 建築一般 機械積算 地域計画 下水道 地質 電気電子 計算業務

所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

吉田　和人 構造 工事監理（建築） 港湾及び空港 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理 事業損失

0742-35-2941 0742-35-3491 暖冷房 工事監理（電気） 水産土木 トンネル 経済調査 地質調査

132

上中条2-10-27

八尾430-44

128

新賀町235-6　橋本ビル3階

129

横大路下三栖里ノ内33-3

蔵之庄町65-3

134

額田部北町923

135

三条本町1-86-4

127

東島田町1-5-20

才野707-5

133

大宮町2-4-25

130

大宮町6-7-3

131

東桜2-17-14

西大寺赤田町1-2-13

136

本町3-12-1

大宮町5-3-14　不動ビル
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

エヌエス環境株式会社 105-0011 測量一般 廃棄物

代表取締役 東京都 港区 建設環境

須磨　重孝 計量証明事業（大気、水質、土壌、ダイオキシン類分析調査等）

西日本支社 564-0062 地質

支社長 大阪府 吹田市

鈴木　拓哉

06-6310-6222 06-6310-7529 地質調査

株式会社共和 648-0023 測量一般

代表取締役 和歌山県 橋本市 地図の調整

枡谷　起昭 航空測量

有限会社武田設計 637-0002 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 五條市 電気 調査

武田　正文 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

国土防災技術株式会社 105-0001 測量一般 道路

代表取締役 東京都 港区 地図の調整 建設環境

相川　裕司 航空測量 都市計画

奈良営業所 630-8115 地質

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎

早草　徹也 森林土木 鋼構物造及びコンクリート

0742-30-2275 0742-30-2276 地質調査

日新電通技研株式会社 460-0008

取締役社長 愛知県 名古屋市中区

柴山　裕孝

電気電子

株式会社関西土木技術センター 612-8415

代表取締役 京都府 京都市伏見区

竹内　功

地質調査

明治コンサルタント株式会社 064-0807 測量一般 分析・解析

代表取締役社長 北海道 札幌市中央区 地図の調整 建設環境 宅地造成

林　雅一 航空測量 電算関係 土壌汚染対策法指定調査機関

奈良営業所 631-0816 地質 計算業務

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

岩永　敏幸 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-34-5038 0742-34-5336 トンネル 経済調査 地質調査

株式会社ニュージェック 531-0074 測量一般 衛生 工事監理（機械） 道路 施工計画及び積算 分析・解析

代表取締役 大阪府 大阪市北区 電気 調査 造園 建設環境 宅地造成

吉津　洋一 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係 計量証明事業者（騒音調査・振動調査）

奈良事務所 630-8115 建築一般 地域計画 下水道 地質 電気電子 計算業務

所長 奈良県 奈良市 意匠 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

重松　三教 構造 工事監理（建築） 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-34-8955 0742-34-8577 暖冷房 工事監理（電気） 電力土木 トンネル 経済調査 地質調査

南海測量設計株式会社 790-0964 測量一般 道路 土地調査

代表取締役 愛媛県 松山市 地図の調整

藤村　修作 物件

奈良営業所 637-0083

所長 奈良県 五條市 土質及び基礎 営業補償

松平　立憲 鋼構物造及びコンクリート 事業損失

0747-25-5101 0747-25-3878 地質調査
日本メンテナンスエンジニヤリング株式会社 530-0035

代表取締役社長 大阪府 大阪市北区

田伏　重成 上水道及び工業用水

奈良支店 630-8115 下水道

支店長 奈良県 奈良市

144

本庄東2-3-20

大宮町5-3-14

140

虎ノ門3-18-5

大宮町7-2-5

141

栄3-25-16

137

芝公園1-2-9

垂水町2-36-27

146

同心1-7-14

138

中道359

139

三在町127-1

145

中村3-1-7

下之町65-2

142

竹田中島町5

143

南七条西1-21-1

西大寺本町5-13
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

木成　芳晃 環境調査

0742-30-4780 0742-30-4781

国土情報開発株式会社 154-8530 測量一般

代表取締役社長 東京都 世田谷区 地図の調整

羽田　寛

株式会社イ・エス・エス 112-0002

代表取締役 東京都 文京区

西谷　健

電気電子

株式会社井沢設計 547-0015 測量一般 道路 施工計画及び積算

代表取締役 大阪府 大阪市平野区 地図の調整

井澤　善輝 上水道及び工業用水

奈良営業所 637-0013 下水道

所長 奈良県 五條市 土質及び基礎

柳田　佳宏 鋼構物造及びコンクリート

0747-32-8355 0747-32-8356

株式会社東峯技術コンサルタント 556-0021

代表取締役 大阪府 大阪市浪速区

河野　隆章 機械

奈良営業所 634-0064 下水道 電気電子

奈良営業所長 奈良県 橿原市

稲上　貴裕

0744-28-8025 0744-28-8026

パシフィックコンサルタンツ株式会社 101-8462 測量一般 衛生 工事監理（機械） 道路 廃棄物 施工計画及び積算 分析・解析

代表取締役社長 東京都 千代田区 電気 調査 鉄道 造園 建設環境 宅地造成

重永　智之 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画 機械 電算関係 計量証明事業（濃度・音圧レベル）環境・分析調査

奈良事務所 630-8114 建築一般 機械積算 地域計画 下水道 地質 電気電子 計算業務

所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

橘高　崇治 構造 工事監理（建築） 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-35-5009 0742-35-5085 暖冷房 工事監理（電気） 電力土木 水産土木 トンネル 経済調査 地質調査

株式会社復建技術コンサルタント 980-0012 測量一般 道路 廃棄物 施工計画及び積算 分析・解析 土地調査

代表取締役 宮城県 仙台市青葉区 地図の調整 鉄道 造園 建設環境 宅地造成

菅原　稔郎 航空測量 上水道及び工業用水 都市計画

奈良事務所 630-8115 下水道 地質

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査

渡邊　司 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート 環境調査

0742-32-5921 0742-32-5922 トンネル 経済調査 地質調査

株式会社森林コンサルタント 578-0921 測量一般

代表取締役 大阪府 東大阪市

宮田　龍朗

奈良営業所 633-2226

所長 奈良県 宇陀市

隅田　廣治 森林土木

0745-84-9191 0745-84-9292

株式会社浪速技研コンサルタント 567-0041 測量一般 道路 施工計画及び積算 分析・解析

代表取締役 大阪府 茨木市 調査 造園 宅地造成

青木　寛章 上水道及び工業用水 電算関係

奈良支店 630-8115 建築一般 下水道 地質 計算業務

支店長 奈良県 奈良市 意匠 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

秋場　範之 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-30-2380 0742-30-2381 経済調査 地質調査

日本技術サービス株式会社 658-0052 測量一般

代表取締役 兵庫県 神戸市東灘区

内田　浩幸 上水道及び工業用水

奈良事務所 636-0906 建築一般 下水道

所長 奈良県 生駒郡平群町 河川・砂防 土質及び基礎

前田　昌平 鋼構物造及びコンクリート

0745-45-6143 0745-45-6146

株式会社極東技工コンサルタント 564-0044 測量一般

代表取締役 大阪府 吹田市

村岡　基 上水道及び工業用水

146

大宮町4-275-5

147

池尻2-7-3

148

小石川1-1-17

156

南金田2-3-26

152

錦町1-7-25

大宮町6-2-10

153

水走3-5-2-303

菟田野古市場19

149

長吉長原西2-2-3-215

居伝町800-1-1-106

150

幸町1-2-21

見瀬町３１番２号

151

神田錦町3-22

芝辻4-2-2

154

下穂積1-2-29

大宮町6-1-1　新大宮駅前ビル501号

155

住吉東町3-11-2

菊美台2-20-7
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

奈良事務所 630-8115 建築一般 下水道 電気電子

取締役所長 奈良県 奈良市 河川・砂防

瀧瀬　浩司

0742-33-4356 0742-33-4356 トンネル 地質調査

環不動産鑑定所 631-0806

代表 奈良県 奈良市 不動産鑑定

沖塚　勝美

株式会社阪南コーポレーション 583-0871 測量一般

代表取締役社長 大阪府 羽曳野市

稲本　裕樹 都市計画 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関、建築士事務所・構造

電気電子

土質及び基礎

地質調査

株式会社タツタ環境分析センター 578-0941 分析・解析

代表取締役 大阪府 東大阪市

柴田　徹也

奈良営業所 634-0072

所長 奈良県 橿原市 交通量調査

近藤　勝輝 環境調査

0744-24-3229 0744-25-4343

株式会社長大テック 103-0014 測量一般 道路

代表取締役 東京都 中央区

松本　成敦

奈良事務所 636-0822

所長 奈良県 生駒郡三郷町

伊川　哲也 鋼構物造及びコンクリート

0745-31-3620 0745-31-3621

タクミ測量株式会社 639-3111 測量一般

代表取締役 奈良県 吉野郡吉野町 地図の調整

岡村　みどり

株式会社福本設計 630-8115 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 奈良市 電気 調査

西峯　隆司 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社間瀬コンサルタント 157-0067 測量一般 道路 土地調査 総合補償

代表取締役 東京都 世田谷区 造園 建設環境 土地評価

間瀬　哲 都市計画 物件 土壌汚染指定調査機関

奈良営業所 636-0822 下水道 機械工作物

所長 奈良県 生駒郡三郷町 河川・砂防 土質及び基礎 営業補償

小林　洋文 鋼構物造及びコンクリート 事業損失

0745-44-8018 0745-44-8019 地質調査 補償関連

スキャドロン株式会社 634-0063 測量一般 道路 土地調査

代表取締役 奈良県 橿原市 地図の調整 宅地造成

多根井　則博 航空測量

下水道

河川・砂防 交通量調査 資料等整理

鋼構物造及びコンクリート 施工管理

地質調査

株式会社浦野設計 452-0012 衛生 工事監理（機械）

代表取締役社長 愛知県 名古屋市西区 電気 調査

浦野　廣高 建築積算 耐震診断

関西支社 540-0012 建築一般 機械積算

取締役支社長 大阪府 大阪市中央区 意匠 電気積算

庄　幸雄 構造 工事監理（建築）

06-6944-7706 06-6944-7707 暖冷房 工事監理（電気）

株式会社長大 103-0014 測量一般 衛生 工事監理（機械） 道路 施工計画及び積算 分析・解析

156

大宮町2-3-8-609

158

野々上3-7-23

159

岩田町2-3-1

醍醐町296-1

157

朱雀1-1-6

160

日本橋蛎殻町1-20-4

立野南2丁目10番17号

164

久米町540-3

165

八筋町90

谷町2-2-20

161

大字上市245

162

大宮町4-281-1

163

喜多見9-4-7

立野南1-24-39

166
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）
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代表取締役社長 東京都 中央区 電気 調査 鉄道 建設環境 宅地造成

野本　昌弘 都市計画 電算関係 計量証明事業

奈良事務所 636-0822 建築一般 機械積算 下水道 地質 電気電子 計算業務

所長 奈良県 生駒郡三郷町 意匠 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

宇都宮　義人 構造 工事監理（建築） 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0745-31-6545 0745-31-6546 暖冷房 トンネル 経済調査 地質調査

株式会社サンコウ設計 634-0045 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 橿原市 電気 調査

杉本　憲秀 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社中央クリエイト 162-0042 測量一般 土地調査 総合補償

代表取締役 東京都 新宿区 建設環境 土地評価

根岸　政夫 都市計画 物件 計量証明事業

奈良営業所 631-0076 機械工作物

所長 奈良県 奈良市 交通量調査 営業補償

飛田　和伯 環境調査 事業損失

0742-52-3032 0742-52-3034 補償関連

大阪エンジニアリング株式会社 550-0025 土地調査 総合補償

代表取締役 大阪府 大阪市西区 土地評価 不動産鑑定

中村　雄一 物件

奈良支店 631-0004 機械工作物

支店長 奈良県 奈良市 営業補償

児玉　和也 事業損失

0742-40-5101 0742-40-5102 補償関連

日本工営株式会社 102-8539 測量一般 衛生 工事監理（機械） 道路 廃棄物 施工計画及び積算 分析・解析 土地調査

代表取締役 東京都 千代田区 地図の調整 電気 調査 鉄道 造園 建設環境 宅地造成

新屋　浩明 航空測量 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画 機械 電算関係 物件

奈良営業所 630-8238 機械積算 地域計画 下水道 地質 電気電子 計算業務 機械工作物

所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

長井　誠 構造 工事監理（建築） 港湾及び空港 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-23-6620 0742-23-6221 暖冷房 工事監理（電気） 電力土木 水産土木 トンネル 経済調査 地質調査

株式会社ＧＥＯソリューションズ 662-0971 測量一般

代表取締役 兵庫県 西宮市 地図の調整

藤井　達司 航空測量

港湾及び空港

株式会社ＫＧＳ 599-8273 測量一般 分析・解析

代表取締役 大阪府 堺市中区 地図の調整 宅地造成

高村　憲明 航空測量

奈良営業所 631-0004 地質

所長 奈良県 奈良市 土質及び基礎 交通量調査

吉島　正斉 環境調査

0742-93-3670 0742-93-3671 地質調査

株式会社岩崎建築設計事務所 630-8131 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 奈良市 電気 調査

岩崎　平 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

全日本コンサルタント株式会社 556-0017 測量一般 衛生 工事監理（機械） 道路 施工計画及び積算 分析・解析

代表取締役社長 大阪府 大阪市浪速区 地図の調整 電気 調査 鉄道

濱元　博之 航空測量 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画

奈良営業所 630-8025 建築一般 機械積算 地域計画 下水道 電気電子

所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査

峰田　純成 構造 工事監理（建築） 鋼構物造及びコンクリート 環境調査

0742-36-3123 0742-36-3123 暖冷房 工事監理（電気） 経済調査 地質調査

国際航業株式会社 169-0074 測量一般 道路 廃棄物 施工計画及び積算 分析・解析 土地調査

代表取締役社長 東京都 新宿区 地図の調整 調査 鉄道 造園 建設環境 宅地造成

土方　聡 航空測量 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係

奈良営業所 630-8115 建築一般 地域計画 下水道 地質 電気電子 計算業務

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

新明　昇司 港湾及び空港 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

168

早稲田町81

富雄北1-5-8

170

麹町5-4

高天市町11

171

和上町1-31

169

九条南2-18-16

登美ヶ丘3-12-9-301

166

日本橋蠣殻町1-20-4

立野南2-10-17

167

石川町6-1

172

深井清水町3762

登美ヶ丘3-4-5

173

大森町57-3

174

湊町1-4-38

尼辻北町10-1

175

北新宿2-21-1

大宮町6-2-10　奈良タカタニビル301
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

0742-93-3222 0742-36-8668 水産土木 トンネル 経済調査 地質調査

株式会社都市企画設計コンサルタント 634-0005 測量一般 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 橿原市 電気 調査

前川　浩二 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社ゼンリン 803-8630

代表取締役 福岡県 北九州市小倉北区 地図の調整

髙山　善司

関西支社 550-0021

支社長 大阪府 大阪市西区

岩崎　登

06-6584-0334 06-6584-0006

株式会社桝谷設計 630-8042 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 奈良市 電気 調査

中元　綱一 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

有限会社三都設計 636-0353 衛生 工事監理（機械）

取締役 奈良県 磯城郡田原本町 電気 調査

服部　俊雄 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社大同ソイル 639-2200 測量一般

代表取締役 奈良県 御所市 地図の調整

大塚　孝

地質調査

株式会社建設技術研究所 103-8430 測量一般 道路 廃棄物 施工計画及び積算 分析・解析

代表取締役社長 東京都 中央区 鉄道 造園 建設環境 宅地造成

中村　哲己 上水道及び工業用水 都市計画 機械 電算関係 水又は土壌中の物質の濃度計量、一般向け予報（気象・短期間予報）

奈良事務所 631-0824 建築一般 下水道 地質 電気電子 計算業務

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

長澤　和哉 港湾及び空港 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-52-5060 0742-52-5061 電力土木 水産土木 トンネル 経済調査 地質調査 補償関連

株式会社ワールド設計 636-0342 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 磯城郡田原本町 電気 調査

阪口　龍平 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社日産技術コンサルタント 540-0008 測量一般 衛生 工事監理（機械） 道路 廃棄物 分析・解析

代表取締役 大阪府 大阪市中央区 地図の調整 電気 建設環境 宅地造成

宮脇　佳史 航空測量 耐震診断 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係

奈良事務所 639-1042 建築一般 地域計画 下水道 電気電子

所長 奈良県 大和郡山市 意匠 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

井上　恭自 構造 工事監理（建築） 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0743-51-2051 0743-51-2052 暖冷房 工事監理（電気） 地質調査

株式会社かんこう 536-0006 測量一般 道路 分析・解析 土地調査

代表取締役 大阪府 大阪市城東区 地図の調整 鉄道 宅地造成

越村　雅人 航空測量 都市計画 電算関係 物件

奈良支店 630-8115 建築一般 地質 計算業務

支店長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

重枝　直人 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-34-4152 0742-34-4805 経済調査 地質調査

株式会社ダイヤコンサルタント 102-0022 測量一般 道路

代表取締役 東京都 千代田区 建設環境

野口　泰彦 上水道及び工業用水 都市計画 計量証明事業者、土壌汚染指定調査機関

奈良事務所 630-8115 下水道 地質

180

568-8

176

北八木町1-1-8　橿原中央ビル

177

室町1丁目1-1

川口3-3-9

182

大字三笠152-10

183

大手前1-2-15

小泉町1905-60

175

181

日本橋浜町3-21-1

西大寺南町16-19

178

西ノ京町101-1

179

大字大網288-2

184

野江1-12-8

大宮町3-2-39　サンコーポ新大宮409

185

神田練塀町300
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎

井芹　智徳 港湾及び空港 森林土木 鋼構物造及びコンクリート

0742-36-7390 0742-36-7391 トンネル 地質調査

株式会社修成建設コンサルタント 530-0055 測量一般 道路 施工計画及び積算

代表取締役社長 大阪府 大阪市北区 造園 建設環境

田邊　広志 都市計画

奈良事務所 630-8134 建築一般

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査

木村　浩幸 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-32-1016 0742-32-1026

株式会社シンエイ 639-3103 測量一般

代表取締役 奈良県 吉野郡吉野町

小田　保

五洋設計株式会社 630-8115 測量一般 道路 分析・解析

代表取締役 奈良県 奈良市 地図の調整 宅地造成

吉岡　聖一 電算関係

計算業務

河川・砂防 交通量調査 資料等整理

鋼構物造及びコンクリート 施工管理

株式会社徳岡設計 540-0029 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 大阪府 大阪市中央区 電気 調査

徳岡　浩二 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

峠構造設計一級建築士事務所 630-8001 衛生 工事監理（機械）

代表者 奈良県 奈良市 電気 調査

峠　政和 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社東光コンサルタンツ 170-0013 測量一般 道路 分析・解析

代表取締役 東京都 豊島区 建設環境 宅地造成

堀　尚義 都市計画 電算関係

奈良営業所 630-0113 下水道 計算業務

所長 奈良県 生駒市 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

辻本　英三 港湾及び空港 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0743-71-1692 0743-71-1693 水産土木 トンネル 経済調査 地質調査

株式会社クリエーティブ・ライフ 639-3125 測量一般

代表取締役 奈良県 吉野郡大淀町

杉本　哲司

地質調査

ニチレキ株式会社 102-8222 測量一般 道路

代表取締役 東京都 千代田区

小幡　学

奈良営業所 632-0098

所長 奈良県 天理市

前田　薫 港湾及び空港

0743-68-3410 0743-68-3430

株式会社石本建築事務所 102-0074 衛生 工事監理（機械）

代表取締役社長 東京都 千代田区 電気 調査

長尾　昌高 建築積算 耐震診断 都市計画

大阪オフィス 541-0054 建築一般 機械積算 地域計画

大阪府 大阪市中央区 意匠 電気積算

谷口　嘉彦 構造 工事監理（建築）

06-6251-7507 06-6251-7522 暖冷房 工事監理（電気）

中日本航空株式会社 480-0202 測量一般 道路

代表取締役社長 愛知県 西春日井郡豊山町 地図の調整

192

大字北野68-46

188

大宮町6-3-7

189

本町橋5-14

185

大宮町7-2-5

194

九段南4-6-12

南本町2-6-12　サンマリオンNBFタワー

195

186

野崎町7-8　梅田パークビル8階

大安寺町565-10

187

大字平尾42-2　Ｋビル

193

九段北4-3-29

南六条町元柳生方86-1

190

法華寺町126-1

191

東池袋4-41-24

鹿ノ台南1-8-44
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）
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二神　一 航空測量

奈良営業所 630-8115

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防

遠藤　孝浩 森林土木

0742-30-6121 0742-30-6123

株式会社アクセス 635-0816 測量一般

代表取締役 奈良県 北葛城郡広陵町 地図の調整

湯地　健一 航空測量

日本振興株式会社 590-0535 測量一般 道路 施工計画及び積算 土地調査

代表取締役 大阪府 泉南市 土地評価

伊達　多聞 物件

奈良事務所 639-2306 建築一般 下水道 機械工作物

所長 奈良県 御所市 河川・砂防 農業土木 営業補償

大橋　崇志 鋼構物造及びコンクリート 事業損失

0745-43-7795 0745-43-7796 地質調査 補償関連

三輪測量設計事務所株式会社 636-0202 測量一般

奈良県 磯城郡川西町

岸本　裕一 土地家屋調査・登記手続き

株式会社ウエルアップ 630-8115 道路 施工計画及び積算

代表取締役社長 奈良県 奈良市

尾花　弘教 都市計画

河川・砂防 資料等整理

鋼構物造及びコンクリート 施工管理

トンネル

株式会社内藤建築事務所 606-8202 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 京都府 京都市左京区 電気 調査

川本　雄三 建築積算 耐震診断

奈良事務所 634-0078 建築一般 機械積算 地域計画

執行役員所長 奈良県 橿原市 意匠 電気積算

更谷　優 構造 工事監理（建築）

0744-29-0322 0744-25-7159 暖冷房 工事監理（電気）

株式会社エンタコンサルタント 677-0015 測量一般 道路 土地調査

代表取締役 兵庫県 西脇市 地図の調整

園田　純也

奈良営業所 630-8036

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎

藤原　洋平 鋼構物造及びコンクリート

0742-93-4558 0742-93-4559 地質調査

アジア航測株式会社 160-0023 測量一般 道路 施工計画及び積算 分析・解析 土地調査

代表取締役 東京都 新宿区 地図の調整 造園 建設環境 宅地造成

畠山　仁 航空測量 上水道及び工業用水 都市計画 電算関係

奈良営業所 630-8115 下水道 地質 計算業務

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理

萩田　安敏 港湾及び空港 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-30-3225 0742-30-3226 電力土木 水産土木 トンネル 経済調査 地質調査

川崎地質株式会社 108-8337 道路

代表取締役社長 東京都 港区 建設環境

栃本　泰浩

奈良営業所 630-8115 下水道 地質

奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎

長谷川　洋三 港湾及び空港 森林土木 鋼構物造及びコンクリート

0742-33-6610 0742-33-6631 トンネル 地質調査

株式会社エフウォーターマネジメント 520-0043 測量一般 衛生 工事監理（機械） 分析・解析 土地調査

代表取締役 滋賀県 大津市 地図の調整 電気 調査

岡本　伸康 建築積算 耐震診断 上水道及び工業用水 水質検査

奈良事務所 630-8014 建築一般 機械積算 地域計画 下水道 電気電子

所長 奈良県 奈良市 意匠 電気積算 河川・砂防 農業土木 交通量調査

中田　秀明 構造 工事監理（建築） 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

0742-36-6638 0742-36-6639 暖冷房 工事監理（電気） 地質調査

195

大字豊場字殿釜2

大宮町6-1-1-502　名鉄観光サービス株式会社内

196

大字中139-8、141-4

204

中央1-6-11

四条大路2-2-10　翠水ビル3F

200

田中大堰町182

八木町1-7-3　橿原ビル

201

西脇205

五条畑2-9-8

197

りんくう南浜3-2

三室405

198

結崎390-17

199

大宮町7-1-33

202

西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル

大宮町5-3-14　不動ビル

203

三田2-11-15

大宮町7-2-5
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

環境設計株式会社 541-0056

代表取締役 大阪府 大阪市中央区 造園 建設環境

中野　晋 都市計画

奈良営業所 631-0033 建築一般

所長 奈良県 奈良市

井上　健

0742-45-1286 0742-45-1286

大日コンサルタント株式会社 500-5384 測量一般 道路 施工計画及び積算 分析・解析 土地調査

代表取締役 岐阜県 岐阜市 地図の調整 鉄道 造園 建設環境 宅地造成

市橋　政浩 航空測量 都市計画 電算関係 物件

奈良事務所 630-8001 建築一般 下水道 地質 計算業務 機械工作物

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 交通量調査 資料等整理 営業補償

飯田　哲也 森林土木 鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理 事業損失

0742-36-1165 050-3606-1453 トンネル 経済調査 地質調査 補償関連

株式会社大建技術コンサルタンツ 540-0024 測量一般 道路 施工計画及び積算

代表取締役 大阪府 大阪市中央区

福田　哲也 上水道及び工業用水

奈良営業所 630-8442 下水道

所長 奈良県 奈良市 河川・砂防 土質及び基礎 交通量調査

登玉　晃次 鋼構物造及びコンクリート 施工管理

0742-64-9020 0742-64-9018

株式会社アコード 550-0003 測量一般

代表取締役 大阪府 大阪市西区 地図の調整 造園

福留　純子 航空測量

奈良事務所 632-0094

所長 奈良県 天理市

白樫　淳

0743-62-2360 0743-84-5056

株式会社谷本測量設計事務所 638-0001 測量一般 土地調査

代表取締役 奈良県 吉野郡下市町

谷本　豊英

フジ地中情報株式会社 108-0022 測量一般

東京都 港区

深澤　貴 上水道及び工業用水

大阪支店 562-0035 下水道

大阪府 箕面市

河野　鉄磨

072-710-6851 072-710-6853

中村建築事務所 638-0812 衛生 工事監理（機械）

奈良県 吉野郡大淀町 電気 調査

中村　正城 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社プラス設計 635-0014 衛生 工事監理（機械）

代表取締役 奈良県 大和高田市 電気 調査

中登　成光 建築積算 耐震診断

建築一般 機械積算 地域計画

意匠 電気積算

構造 工事監理（建築）

暖冷房 工事監理（電気）

株式会社アルプス 639-3116 測量一般 道路

代表取締役 奈良県 吉野郡吉野町 地図の調整

吉田　宗玄 航空測量

河川・砂防 交通量調査 資料等整理

施工管理

地質調査

株式会社シードコンサルタント 630-8114 測量一般 道路 分析・解析 土地調査

代表取締役 奈良県 奈良市 地図の調整 調査 宅地造成

峯　明広 上水道及び工業用水 都市計画

建築一般 地域計画 下水道

意匠 交通量調査 資料等整理

206

薮田南3-1-21

法華寺町1-5

207

南新町1-3-10

北永井町341-12

205

久太郎町1-4-2

あやめ池南5-1-12

208

京町堀1-10-14

前栽町309-3

212

三和町2-41

213

大字六田1264-2

209

大字阿知賀1084

210

海岸3-20-20

船場東3-4-17

211

桧垣本598-2

214

芝辻町2-10-6
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

鋼構物造及びコンクリート 環境調査 施工管理

地質調査

株式会社ワーク 637-0006 測量一般 土地調査

代表取締役 奈良県 五條市 地図の調整

池田　知祥

共同エンジニア 638-0032 測量一般

代表者 奈良県 吉野郡下市町 地図の調整

杉田　誓志

株式会社フジヤマ 430-0946 測量一般 道路 土地調査 総合補償

代表取締役 静岡県 浜松市中区 地図の調整 造園 建設環境

藤山　義修 航空測量 都市計画 物件

名古屋支店 464-0075 建築一般 下水道 地質 機械工作物

支店長 愛知県 名古屋市千種区 河川・砂防 農業土木 土質及び基礎 営業補償

田畑　喜久夫 鋼構物造及びコンクリート 事業損失

052-734-4030 052-734-4031 トンネル 地質調査 補償関連

216

原谷489

218

219

217

元城町216-19

内山3-7-3

214

215

岡口1-9-24

220

224

221

222

223
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

228

224

225

230

231

229

226

227

232

233

234
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

240

236

237

242

243

234

235

241

238

239
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号243

244

252

248

249

245

246

247

253

250

251
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

254

255

253

256

260

261

257

258

259

262

263
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

264

266

267

265

263

268

272

269

270

271
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

276

273

277

274

275

278

279

280

281

282

29 / 42 ページ



令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

282

283

292

290

291

289

286

287

288

284

285
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

301

302

292

293

300

298

299

296

297

294

295
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

310

311

307

308

309

304

305

306

302

303
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

319

320

321

316

317

318

313

314

315

311

312
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

331

328

329

330

325

326

327

322

323

324

321
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

340

337

338

339

334

335

336

331

332

333
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

349

350

346

347

348

343

344

345

341

342
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

358

359

360

355

356

357

352

353

354

350

351
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

370

367

368

369

364

365

366

361

362

363

360
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

379

376

377

378

373

374

375

370

371

372
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

388

389

385

386

387

382

383

384

379

380

381
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

397

398

399

394

395

396

391

392

393

389

390
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令和４・５年度入札参加資格審査申請（測量・建設コンサルタント）

称 号 又 は 名 称

受 任 先 名 称 備考業　務　種　別受 任 先 郵 便 番 号

本 店 郵 便 番 号

本 店 所 在 地

受 任 先 所 在 地

受付
番号

400

399
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