
令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

22568 株式会社アース・アナライザー 荒木　寿徳 綾部市渕垣町蛭子谷２７－１ 府内 測量一般

22568 株式会社アース・アナライザー 荒木　寿徳 綾部市渕垣町蛭子谷２７－１ 府内 地図の調整

22568 株式会社アース・アナライザー 荒木　寿徳 綾部市渕垣町蛭子谷２７－１ 府内 航空測量

20952 株式会社アーステック東洋 中井　卓巳 京都市伏見区醍醐西大路町４４－３２ 府内 測量一般

20952 株式会社アーステック東洋 中井　卓巳 京都市伏見区醍醐西大路町４４－３２ 府内 河川・砂防・海岸

20952 株式会社アーステック東洋 中井　卓巳 京都市伏見区醍醐西大路町４４－３２ 府内 地　　質

20952 株式会社アーステック東洋 中井　卓巳 京都市伏見区醍醐西大路町４４－３２ 府内 土質・基礎

20952 株式会社アーステック東洋 中井　卓巳 京都市伏見区醍醐西大路町４４－３２ 府内 地質調査業務

20736 株式会社アース・プロジェクト 齊藤　啓子 京都府京都市左京区浄土寺下南田町３７番地 府内 地質調査業務

2206 株式会社アール・アイ・エー 梅澤　隆 東京都港区港南一丁目２番７０号 株式会社アール・アイ・エー大阪支社 川田　啓一 大阪市北区堂山町３番３号 府外 建築士事務所登録

2206 株式会社アール・アイ・エー 梅澤　隆 東京都港区港南一丁目２番７０号 株式会社アール・アイ・エー大阪支社 川田　啓一 大阪市北区堂山町３番３号 府外 都市計画・地方計画

20895 株式会社ＩＮＡ新建築研究所 加藤　朋行 東京都文京区白山３－１－８ 株式会社ＩＮＡ新建築研究所西日本支社 北　伸一朗 大阪市淀川区西宮原１－５－３３ 府外 建築士事務所登録

20895 株式会社ＩＮＡ新建築研究所 加藤　朋行 東京都文京区白山３－１－８ 株式会社ＩＮＡ新建築研究所西日本支社 北　伸一朗 大阪市淀川区西宮原１－５－３３ 府外 都市計画・地方計画

20895 株式会社ＩＮＡ新建築研究所 加藤　朋行 東京都文京区白山３－１－８ 株式会社ＩＮＡ新建築研究所西日本支社 北　伸一朗 大阪市淀川区西宮原１－５－３３ 府外 建設環境

21483 株式会社あい設計 清水　慶典 広島市東区上大須賀町１０番１６ 株式会社あい設計大阪支社 三谷　学 大阪市北区西天満５－１－９ 府外 建築士事務所登録

8006 株式会社アイテクノ 吉田　照夫 大阪市淀川区西中島６－７－８ 株式会社アイテクノ京都事務所 中西  敏 亀岡市篠町篠上西裏９ 府内 物　　件

8006 株式会社アイテクノ 吉田　照夫 大阪市淀川区西中島６－７－８ 株式会社アイテクノ京都事務所 中西  敏 亀岡市篠町篠上西裏９ 府内 機械工作物

8006 株式会社アイテクノ 吉田　照夫 大阪市淀川区西中島６－７－８ 株式会社アイテクノ京都事務所 中西  敏 亀岡市篠町篠上西裏９ 府内 営業補償・特殊補償

8006 株式会社アイテクノ 吉田　照夫 大阪市淀川区西中島６－７－８ 株式会社アイテクノ京都事務所 中西  敏 亀岡市篠町篠上西裏９ 府内 事業損失

8006 株式会社アイテクノ 吉田　照夫 大阪市淀川区西中島６－７－８ 株式会社アイテクノ京都事務所 中西  敏 亀岡市篠町篠上西裏９ 府内 補償関連

8006 株式会社アイテクノ 吉田　照夫 大阪市淀川区西中島６－７－８ 株式会社アイテクノ京都事務所 中西  敏 亀岡市篠町篠上西裏９ 府内 総合補償

22327 アイレック技建株式会社 飯田　敏昭 東京都台東区雷門一丁目４番４号 アイレック技建株式会社西日本営業本部 川上　宏一郎 大阪市西区江戸堀１－２２－１７ 府外 道　　路

21111 株式会社アクセス 湯地　健一 奈良県北葛城郡広陵町大字中１３９番地の８、１４１番地４株式会社アクセス京都営業所 西川　誉英 京都府木津川市木津瓦谷１８番地８ 府内 測量一般

21111 株式会社アクセス 湯地　健一 奈良県北葛城郡広陵町大字中１３９番地の８、１４１番地４株式会社アクセス京都営業所 西川　誉英 京都府木津川市木津瓦谷１８番地８ 府内 地図の調整

21111 株式会社アクセス 湯地　健一 奈良県北葛城郡広陵町大字中１３９番地の８、１４１番地４株式会社アクセス京都営業所 西川　誉英 京都府木津川市木津瓦谷１８番地８ 府内 航空測量

10211 株式会社アコード 福留　純子 大阪市西区京町堀１丁目１０番１４号 府外 測量一般

10211 株式会社アコード 福留　純子 大阪市西区京町堀１丁目１０番１４号 府外 地図の調整

10211 株式会社アコード 福留　純子 大阪市西区京町堀１丁目１０番１４号 府外 航空測量

22191 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 平山　光信 東京都台東区北上野２丁目８番７号 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング京都営業所 桃井　信也 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 測量一般

22191 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 平山　光信 東京都台東区北上野２丁目８番７号 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング京都営業所 桃井　信也 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 建築士事務所登録

22191 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 平山　光信 東京都台東区北上野２丁目８番７号 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング京都営業所 桃井　信也 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 河川・砂防・海岸

22191 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 平山　光信 東京都台東区北上野２丁目８番７号 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング京都営業所 桃井　信也 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 道　　路

22191 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 平山　光信 東京都台東区北上野２丁目８番７号 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング京都営業所 桃井　信也 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 下水道

22191 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 平山　光信 東京都台東区北上野２丁目８番７号 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング京都営業所 桃井　信也 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 地　　質

22191 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 平山　光信 東京都台東区北上野２丁目８番７号 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング京都営業所 桃井　信也 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 土質・基礎

22191 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 平山　光信 東京都台東区北上野２丁目８番７号 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング京都営業所 桃井　信也 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

22191 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 平山　光信 東京都台東区北上野２丁目８番７号 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング京都営業所 桃井　信也 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 トンネル

22191 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 平山　光信 東京都台東区北上野２丁目８番７号 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング京都営業所 桃井　信也 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 施工計画施工設備積算

22191 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 平山　光信 東京都台東区北上野２丁目８番７号 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング京都営業所 桃井　信也 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 建設環境

22191 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 平山　光信 東京都台東区北上野２丁目８番７号 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング京都営業所 桃井　信也 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 地質調査業務

4485 朝日航洋株式会社 尾暮　敏範 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 朝日航洋株式会社西日本空情支社 田中　善治 大阪府吹田市垂水町３丁目３５番３１号 府外 測量一般

4485 朝日航洋株式会社 尾暮　敏範 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 朝日航洋株式会社西日本空情支社 田中　善治 大阪府吹田市垂水町３丁目３５番３１号 府外 地図の調整

4485 朝日航洋株式会社 尾暮　敏範 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 朝日航洋株式会社西日本空情支社 田中　善治 大阪府吹田市垂水町３丁目３５番３１号 府外 航空測量

4485 朝日航洋株式会社 尾暮　敏範 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 朝日航洋株式会社西日本空情支社 田中　善治 大阪府吹田市垂水町３丁目３５番３１号 府外 建築士事務所登録

4485 朝日航洋株式会社 尾暮　敏範 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 朝日航洋株式会社西日本空情支社 田中　善治 大阪府吹田市垂水町３丁目３５番３１号 府外 河川・砂防・海岸

4485 朝日航洋株式会社 尾暮　敏範 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 朝日航洋株式会社西日本空情支社 田中　善治 大阪府吹田市垂水町３丁目３５番３１号 府外 道　　路

4485 朝日航洋株式会社 尾暮　敏範 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 朝日航洋株式会社西日本空情支社 田中　善治 大阪府吹田市垂水町３丁目３５番３１号 府外 下水道

4485 朝日航洋株式会社 尾暮　敏範 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 朝日航洋株式会社西日本空情支社 田中　善治 大阪府吹田市垂水町３丁目３５番３１号 府外 森林土木

4485 朝日航洋株式会社 尾暮　敏範 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 朝日航洋株式会社西日本空情支社 田中　善治 大阪府吹田市垂水町３丁目３５番３１号 府外 都市計画・地方計画

4485 朝日航洋株式会社 尾暮　敏範 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 朝日航洋株式会社西日本空情支社 田中　善治 大阪府吹田市垂水町３丁目３５番３１号 府外 建設環境

4485 朝日航洋株式会社 尾暮　敏範 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 朝日航洋株式会社西日本空情支社 田中　善治 大阪府吹田市垂水町３丁目３５番３１号 府外 地質調査業務

4485 朝日航洋株式会社 尾暮　敏範 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 朝日航洋株式会社西日本空情支社 田中　善治 大阪府吹田市垂水町３丁目３５番３１号 府外 土地調査

4485 朝日航洋株式会社 尾暮　敏範 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 朝日航洋株式会社西日本空情支社 田中　善治 大阪府吹田市垂水町３丁目３５番３１号 府外 物　　件

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 測量一般

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 地図の調整

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 航空測量

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 河川・砂防・海岸



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 道　　路

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 上水道・工業用水道

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 下水道

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 農業土木

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 森林土木

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 都市計画・地方計画

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 地　　質

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 土質・基礎

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 建設環境

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 地質調査業務

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 土地調査

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 土地評価

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 物　　件

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 機械工作物

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 営業補償・特殊補償

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 事業損失

745 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 鳥取市千代水４－２８ アサヒコンサルタント株式会社京都営業所 岩﨑　秀和 京丹後市峰山町杉谷９９０番地 府内 補償関連

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 測量一般

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 地図の調整

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 航空測量

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 建築士事務所登録

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 河川・砂防・海岸

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 港湾・空港

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 電力土木

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 道　　路

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 上水道・工業用水道

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 下水道

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 農業土木

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 森林土木

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 水産土木

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 造　　園

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 都市計画・地方計画

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 地　　質

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 土質・基礎

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 トンネル

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 施工計画施工設備積算

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 建設環境

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 地質調査業務

751 アジア航測株式会社 畠山　仁 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 アジア航測株式会社京都支店 土川　忠士 京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町５５２ 府内 土地調査

21040 株式会社梓設計 杉谷　文彦 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 株式会社梓設計関西支社 菅根　義明 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１番９０号 府外 建築士事務所登録

21040 株式会社梓設計 杉谷　文彦 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 株式会社梓設計関西支社 菅根　義明 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１番９０号 府外 港湾・空港

21040 株式会社梓設計 杉谷　文彦 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 株式会社梓設計関西支社 菅根　義明 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１番９０号 府外 都市計画・地方計画

22392 株式会社アルト舎 中　利住 奈良県葛城市忍海４３７－３２ 府外 測量一般

22392 株式会社アルト舎 中　利住 奈良県葛城市忍海４３７－３２ 府外 建築士事務所登録

20699 株式会社阿波設計事務所 瀬尾　忠治 大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 株式会社阿波設計事務所京都支店 寺本　尚樹 京都府京都市中京区御幸町通丸太町下ル毘沙門町５５３ 府内 建築士事務所登録

3622 安西工業株式会社 清水　章弘 神戸市西区上新地三丁目３番１号 安西工業株式会社大阪支店 山西　浩二 大阪府大阪市西区立売堀一丁目８番１号 府外 測量一般

3622 安西工業株式会社 清水　章弘 神戸市西区上新地三丁目３番１号 安西工業株式会社大阪支店 山西　浩二 大阪府大阪市西区立売堀一丁目８番１号 府外 航空測量

22190 株式会社イ・エス・エス 西谷　健 東京都文京区小石川一丁目１番１７号 府外 電気・電子

21988 株式会社イースペース設計 岸　孝則 大阪市中央区北久宝寺町一丁目４－１５ 株式会社イースペース設計京都設計室 高橋　茂 京都府京丹後市大宮町延利９６ 府内 建築士事務所登録

20710 株式会社石居設計 石居  宏氏 滋賀県彦根市野瀬町３７－１ 株式会社石居設計京都営業所 北田　公祐 京都市南区八条内田町６０番地６ 府内 測量一般

20710 株式会社石居設計 石居  宏氏 滋賀県彦根市野瀬町３７－１ 株式会社石居設計京都営業所 北田　公祐 京都市南区八条内田町６０番地６ 府内 地図の調整

20710 株式会社石居設計 石居  宏氏 滋賀県彦根市野瀬町３７－１ 株式会社石居設計京都営業所 北田　公祐 京都市南区八条内田町６０番地６ 府内 航空測量

20710 株式会社石居設計 石居  宏氏 滋賀県彦根市野瀬町３７－１ 株式会社石居設計京都営業所 北田　公祐 京都市南区八条内田町６０番地６ 府内 河川・砂防・海岸

20710 株式会社石居設計 石居  宏氏 滋賀県彦根市野瀬町３７－１ 株式会社石居設計京都営業所 北田　公祐 京都市南区八条内田町６０番地６ 府内 道　　路

20710 株式会社石居設計 石居  宏氏 滋賀県彦根市野瀬町３７－１ 株式会社石居設計京都営業所 北田　公祐 京都市南区八条内田町６０番地６ 府内 上水道・工業用水道



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20710 株式会社石居設計 石居  宏氏 滋賀県彦根市野瀬町３７－１ 株式会社石居設計京都営業所 北田　公祐 京都市南区八条内田町６０番地６ 府内 下水道

20710 株式会社石居設計 石居  宏氏 滋賀県彦根市野瀬町３７－１ 株式会社石居設計京都営業所 北田　公祐 京都市南区八条内田町６０番地６ 府内 農業土木

20710 株式会社石居設計 石居  宏氏 滋賀県彦根市野瀬町３７－１ 株式会社石居設計京都営業所 北田　公祐 京都市南区八条内田町６０番地６ 府内 都市計画・地方計画

20710 株式会社石居設計 石居  宏氏 滋賀県彦根市野瀬町３７－１ 株式会社石居設計京都営業所 北田　公祐 京都市南区八条内田町６０番地６ 府内 土質・基礎

20710 株式会社石居設計 石居  宏氏 滋賀県彦根市野瀬町３７－１ 株式会社石居設計京都営業所 北田　公祐 京都市南区八条内田町６０番地６ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20710 株式会社石居設計 石居  宏氏 滋賀県彦根市野瀬町３７－１ 株式会社石居設計京都営業所 北田　公祐 京都市南区八条内田町６０番地６ 府内 地質調査業務

20710 株式会社石居設計 石居  宏氏 滋賀県彦根市野瀬町３７－１ 株式会社石居設計京都営業所 北田　公祐 京都市南区八条内田町６０番地６ 府内 土地調査

20838 株式会社石本建築事務所 長尾　昌高 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 株式会社石本建築事務所大阪オフィス 谷口　嘉彦 大阪市中央区南本町２－６－１２ 府外 建築士事務所登録

20838 株式会社石本建築事務所 長尾　昌高 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 株式会社石本建築事務所大阪オフィス 谷口　嘉彦 大阪市中央区南本町２－６－１２ 府外 都市計画・地方計画

20735 株式会社板垣建築事務所 板垣　美一 大阪市浪速区日本橋東２－９－１６ 府外 建築士事務所登録

20724 井田測量設計株式会社 井田　知孝 京都市山科区勧修寺閑林寺２０９ 府内 測量一般

20724 井田測量設計株式会社 井田　知孝 京都市山科区勧修寺閑林寺２０９ 府内 地図の調整

20724 井田測量設計株式会社 井田　知孝 京都市山科区勧修寺閑林寺２０９ 府内 道　　路

20724 井田測量設計株式会社 井田　知孝 京都市山科区勧修寺閑林寺２０９ 府内 都市計画・地方計画

20730 株式会社市浦ハウジング＆プランニング 川崎　直宏 東京都文京区本郷１－２８－３４ 株式会社市浦ハウジング＆プランニング大阪支店 田中　純一 大阪市北区西天満１－７－２０ 府外 建築士事務所登録

20730 株式会社市浦ハウジング＆プランニング 川崎　直宏 東京都文京区本郷１－２８－３４ 株式会社市浦ハウジング＆プランニング大阪支店 田中　純一 大阪市北区西天満１－７－２０ 府外 都市計画・地方計画

20714 有限会社一級建築士事務所コア建築事務所 羽生田　英雄 京都市西京区大原野東境谷町１丁目３番地 府内 建築士事務所登録

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 測量一般

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 地図の調整

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 航空測量

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 建築士事務所登録

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 河川・砂防・海岸

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 港湾・空港

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 道　　路

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 下水道

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 農業土木

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 水産土木

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 廃棄物

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 都市計画・地方計画

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 地　　質

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 土質・基礎

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 トンネル

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 施工計画施工設備積算

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 建設環境

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 地質調査業務

20957 いであ株式会社 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢三丁目１５番１号 いであ株式会社大阪支社 冨士原　優次 大阪市住之江区南港北一丁目２４番２２号 府外 営業補償・特殊補償

20762 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 森嶋　浩 東京都豊島区高田二丁目１７－２２ 株式会社伊藤喜三郎建築研究所大阪支店 浅野　賢治 大阪市中央区北浜１丁目１－１０ 府外 建築士事務所登録

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 測量一般

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 地図の調整

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 航空測量

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 河川・砂防・海岸

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 道　　路

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 農業土木

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 森林土木

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 都市計画・地方計画

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 土質・基礎

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 施工計画施工設備積算

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 土地調査

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 土地評価

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 物　　件

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 機械工作物

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 営業補償・特殊補償

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 事業損失

20929 株式会社イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 株式会社イビソク関西支店 野澤　直人 京都市伏見区竹田田中殿町８６番地 府内 補償関連

20722 株式会社潮技術コンサルタント 武田  康夫 奈良県香芝市瓦口２１１５番地 株式会社潮技術コンサルタント京都事務所 和多　昌秀 宇治市槇島町薗場３３番地 府内 測量一般



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20722 株式会社潮技術コンサルタント 武田  康夫 奈良県香芝市瓦口２１１５番地 株式会社潮技術コンサルタント京都事務所 和多　昌秀 宇治市槇島町薗場３３番地 府内 地図の調整

20722 株式会社潮技術コンサルタント 武田  康夫 奈良県香芝市瓦口２１１５番地 株式会社潮技術コンサルタント京都事務所 和多　昌秀 宇治市槇島町薗場３３番地 府内 建築士事務所登録

20722 株式会社潮技術コンサルタント 武田  康夫 奈良県香芝市瓦口２１１５番地 株式会社潮技術コンサルタント京都事務所 和多　昌秀 宇治市槇島町薗場３３番地 府内 上水道・工業用水道

20722 株式会社潮技術コンサルタント 武田  康夫 奈良県香芝市瓦口２１１５番地 株式会社潮技術コンサルタント京都事務所 和多　昌秀 宇治市槇島町薗場３３番地 府内 下水道

20964 株式会社浦野設計 浦野　廣高 愛知県名古屋市西区八筋町９０ 株式会社浦野設計関西支社 庄　幸雄 大阪市中央区谷町２－２－２０ 府外 建築士事務所登録

20753 株式会社浦辺設計 西村　清是 大阪市中央区北浜二丁目１番２６号 府外 建築士事務所登録

20908 株式会社エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 福井県敦賀市中央町２－１１－３６ 府外 測量一般

20908 株式会社エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 福井県敦賀市中央町２－１１－３６ 府外 建築士事務所登録

20908 株式会社エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 福井県敦賀市中央町２－１１－３６ 府外 河川・砂防・海岸

20908 株式会社エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 福井県敦賀市中央町２－１１－３６ 府外 道　　路

20908 株式会社エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 福井県敦賀市中央町２－１１－３６ 府外 都市計画・地方計画

20908 株式会社エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 福井県敦賀市中央町２－１１－３６ 府外 土質・基礎

20908 株式会社エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 福井県敦賀市中央町２－１１－３６ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20908 株式会社エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 福井県敦賀市中央町２－１１－３６ 府外 トンネル

20908 株式会社エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 福井県敦賀市中央町２－１１－３６ 府外 地質調査業務

20908 株式会社エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 福井県敦賀市中央町２－１１－３６ 府外 土地調査

20908 株式会社エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 福井県敦賀市中央町２－１１－３６ 府外 土地評価

20908 株式会社エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 福井県敦賀市中央町２－１１－３６ 府外 物　　件

20908 株式会社エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 福井県敦賀市中央町２－１１－３６ 府外 営業補償・特殊補償

20908 株式会社エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 福井県敦賀市中央町２－１１－３６ 府外 事業損失

199 株式会社エイテック 橘　義規 東京都渋谷区本町４－１２－７ 株式会社エイテック京都営業所 市原　隆史 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 測量一般

199 株式会社エイテック 橘　義規 東京都渋谷区本町４－１２－７ 株式会社エイテック京都営業所 市原　隆史 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 地図の調整

199 株式会社エイテック 橘　義規 東京都渋谷区本町４－１２－７ 株式会社エイテック京都営業所 市原　隆史 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 航空測量

199 株式会社エイテック 橘　義規 東京都渋谷区本町４－１２－７ 株式会社エイテック京都営業所 市原　隆史 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 河川・砂防・海岸

199 株式会社エイテック 橘　義規 東京都渋谷区本町４－１２－７ 株式会社エイテック京都営業所 市原　隆史 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 道　　路

199 株式会社エイテック 橘　義規 東京都渋谷区本町４－１２－７ 株式会社エイテック京都営業所 市原　隆史 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 下水道

199 株式会社エイテック 橘　義規 東京都渋谷区本町４－１２－７ 株式会社エイテック京都営業所 市原　隆史 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 都市計画・地方計画

199 株式会社エイテック 橘　義規 東京都渋谷区本町４－１２－７ 株式会社エイテック京都営業所 市原　隆史 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 土質・基礎

199 株式会社エイテック 橘　義規 東京都渋谷区本町４－１２－７ 株式会社エイテック京都営業所 市原　隆史 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

199 株式会社エイテック 橘　義規 東京都渋谷区本町４－１２－７ 株式会社エイテック京都営業所 市原　隆史 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 地質調査業務

199 株式会社エイテック 橘　義規 東京都渋谷区本町４－１２－７ 株式会社エイテック京都営業所 市原　隆史 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 土地調査

199 株式会社エイテック 橘　義規 東京都渋谷区本町４－１２－７ 株式会社エイテック京都営業所 市原　隆史 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 事業損失

199 株式会社エイテック 橘　義規 東京都渋谷区本町４－１２－７ 株式会社エイテック京都営業所 市原　隆史 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１ 府内 補償関連

20824 株式会社栄和設計事務所 川野　達彦 大阪市福島区福島５－１７－２１ 府外 建築士事務所登録

20204 株式会社エオネックス 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４ 府外 測量一般

20204 株式会社エオネックス 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４ 府外 地　　質

20204 株式会社エオネックス 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４ 府外 土質・基礎

20204 株式会社エオネックス 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４ 府外 建設環境

20204 株式会社エオネックス 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４ 府外 地質調査業務

22406 株式会社エステム 塩﨑　敦子 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２－１９－１ 府外 下水道

21433 株式会社ＳＰフォーラム 江川　克之 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 府外 建築士事務所登録

22322 株式会社エックス都市研究所 大野　眞里 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 株式会社エックス都市研究所大阪支店 青野　肇 大阪市淀川区西中島五丁目９番１号 府外 建築士事務所登録

22322 株式会社エックス都市研究所 大野　眞里 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 株式会社エックス都市研究所大阪支店 青野　肇 大阪市淀川区西中島五丁目９番１号 府外 下水道

22322 株式会社エックス都市研究所 大野　眞里 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 株式会社エックス都市研究所大阪支店 青野　肇 大阪市淀川区西中島五丁目９番１号 府外 廃棄物

22322 株式会社エックス都市研究所 大野　眞里 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 株式会社エックス都市研究所大阪支店 青野　肇 大阪市淀川区西中島五丁目９番１号 府外 都市計画・地方計画

22322 株式会社エックス都市研究所 大野　眞里 東京都豊島区高田二丁目１７番２２号 株式会社エックス都市研究所大阪支店 青野　肇 大阪市淀川区西中島五丁目９番１号 府外 建設環境

21431 株式会社エヌ・イーサポート 長田　智久 広島市西区己斐本町３－１３－１６ 株式会社エヌ・イーサポート大阪支店 大下　展正 大阪市西淀川区姫島５－４－１０号 府外 測量一般

21431 株式会社エヌ・イーサポート 長田　智久 広島市西区己斐本町３－１３－１６ 株式会社エヌ・イーサポート大阪支店 大下　展正 大阪市西淀川区姫島５－４－１０号 府外 建設環境

20970 エヌエス環境株式会社 須磨　重孝 東京都港区芝公園１－２－９ エヌエス環境株式会社西日本支社 鈴木　拓哉 吹田市垂水町２－３６－２７ 府内 測量一般

20970 エヌエス環境株式会社 須磨　重孝 東京都港区芝公園１－２－９ エヌエス環境株式会社西日本支社 鈴木　拓哉 吹田市垂水町２－３６－２７ 府内 地図の調整

20970 エヌエス環境株式会社 須磨　重孝 東京都港区芝公園１－２－９ エヌエス環境株式会社西日本支社 鈴木　拓哉 吹田市垂水町２－３６－２７ 府内 建築士事務所登録

20970 エヌエス環境株式会社 須磨　重孝 東京都港区芝公園１－２－９ エヌエス環境株式会社西日本支社 鈴木　拓哉 吹田市垂水町２－３６－２７ 府内 廃棄物

20970 エヌエス環境株式会社 須磨　重孝 東京都港区芝公園１－２－９ エヌエス環境株式会社西日本支社 鈴木　拓哉 吹田市垂水町２－３６－２７ 府内 地　　質

20970 エヌエス環境株式会社 須磨　重孝 東京都港区芝公園１－２－９ エヌエス環境株式会社西日本支社 鈴木　拓哉 吹田市垂水町２－３６－２７ 府内 建設環境

20970 エヌエス環境株式会社 須磨　重孝 東京都港区芝公園１－２－９ エヌエス環境株式会社西日本支社 鈴木　拓哉 吹田市垂水町２－３６－２７ 府内 地質調査業務

824 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 黒田　吉広 東京都中央区東日本橋１－８－１ エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社京都支店 井上　雅人 京都府京都市中京区壬生東淵田長２２ 府内 道　　路

824 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 黒田　吉広 東京都中央区東日本橋１－８－１ エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社京都支店 井上　雅人 京都府京都市中京区壬生東淵田長２２ 府内 下水道
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824 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 黒田　吉広 東京都中央区東日本橋１－８－１ エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社京都支店 井上　雅人 京都府京都市中京区壬生東淵田長２２ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

824 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 黒田　吉広 東京都中央区東日本橋１－８－１ エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社京都支店 井上　雅人 京都府京都市中京区壬生東淵田長２２ 府内 トンネル

824 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 黒田　吉広 東京都中央区東日本橋１－８－１ エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社京都支店 井上　雅人 京都府京都市中京区壬生東淵田長２２ 府内 施工計画施工設備積算

824 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 黒田　吉広 東京都中央区東日本橋１－８－１ エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社京都支店 井上　雅人 京都府京都市中京区壬生東淵田長２２ 府内 電気・電子

7 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 松原　和彦 東京都港区芝浦３丁目４番１号 株式会社ＮＴＴファシリティーズ関西事業本部 餅　浩志 大阪市西区土佐堀１丁目４番１４号 府外 建築士事務所登録

7 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 松原　和彦 東京都港区芝浦３丁目４番１号 株式会社ＮＴＴファシリティーズ関西事業本部 餅　浩志 大阪市西区土佐堀１丁目４番１４号 府外 都市計画・地方計画

21285 株式会社エルクコンサルタント 河野　陽子 兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目２番９号 府外 測量一般

21285 株式会社エルクコンサルタント 河野　陽子 兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目２番９号 府外 地図の調整

21285 株式会社エルクコンサルタント 河野　陽子 兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目２番９号 府外 河川・砂防・海岸

21285 株式会社エルクコンサルタント 河野　陽子 兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目２番９号 府外 道　　路

21285 株式会社エルクコンサルタント 河野　陽子 兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目２番９号 府外 地　　質

21285 株式会社エルクコンサルタント 河野　陽子 兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目２番９号 府外 土質・基礎

21285 株式会社エルクコンサルタント 河野　陽子 兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目２番９号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21285 株式会社エルクコンサルタント 河野　陽子 兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目２番９号 府外 地質調査業務

21324 株式会社エンタコンサルタント 園田　純也 兵庫県西脇市西脇２０５ 株式会社エンタコンサルタント中丹営業所 大田　尚幸 京都府綾部市宮代町土代６－３ 府内 測量一般

21324 株式会社エンタコンサルタント 園田　純也 兵庫県西脇市西脇２０５ 株式会社エンタコンサルタント中丹営業所 大田　尚幸 京都府綾部市宮代町土代６－３ 府内 地図の調整

21324 株式会社エンタコンサルタント 園田　純也 兵庫県西脇市西脇２０５ 株式会社エンタコンサルタント中丹営業所 大田　尚幸 京都府綾部市宮代町土代６－３ 府内 河川・砂防・海岸

21324 株式会社エンタコンサルタント 園田　純也 兵庫県西脇市西脇２０５ 株式会社エンタコンサルタント中丹営業所 大田　尚幸 京都府綾部市宮代町土代６－３ 府内 道　　路

21324 株式会社エンタコンサルタント 園田　純也 兵庫県西脇市西脇２０５ 株式会社エンタコンサルタント中丹営業所 大田　尚幸 京都府綾部市宮代町土代６－３ 府内 農業土木

21324 株式会社エンタコンサルタント 園田　純也 兵庫県西脇市西脇２０５ 株式会社エンタコンサルタント中丹営業所 大田　尚幸 京都府綾部市宮代町土代６－３ 府内 都市計画・地方計画

21324 株式会社エンタコンサルタント 園田　純也 兵庫県西脇市西脇２０５ 株式会社エンタコンサルタント中丹営業所 大田　尚幸 京都府綾部市宮代町土代６－３ 府内 土質・基礎

21324 株式会社エンタコンサルタント 園田　純也 兵庫県西脇市西脇２０５ 株式会社エンタコンサルタント中丹営業所 大田　尚幸 京都府綾部市宮代町土代６－３ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21324 株式会社エンタコンサルタント 園田　純也 兵庫県西脇市西脇２０５ 株式会社エンタコンサルタント中丹営業所 大田　尚幸 京都府綾部市宮代町土代６－３ 府内 地質調査業務

21324 株式会社エンタコンサルタント 園田　純也 兵庫県西脇市西脇２０５ 株式会社エンタコンサルタント中丹営業所 大田　尚幸 京都府綾部市宮代町土代６－３ 府内 土地調査

21324 株式会社エンタコンサルタント 園田　純也 兵庫県西脇市西脇２０５ 株式会社エンタコンサルタント中丹営業所 大田　尚幸 京都府綾部市宮代町土代６－３ 府内 物　　件

22552 株式会社遠藤克彦建築研究所 遠藤　克彦 東京都港区浜松町１－９－１１ 府外 建築士事務所登録

21725 株式会社オーシスマップ 魚本　崇 養父市八鹿町八鹿１２６４－１１ 府外 測量一般

21725 株式会社オーシスマップ 魚本　崇 養父市八鹿町八鹿１２６４－１１ 府外 地図の調整

21725 株式会社オーシスマップ 魚本　崇 養父市八鹿町八鹿１２６４－１１ 府外 航空測量

21725 株式会社オーシスマップ 魚本　崇 養父市八鹿町八鹿１２６４－１１ 府外 建設環境

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 測量一般

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 地図の調整

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 航空測量

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 建築士事務所登録

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 河川・砂防・海岸

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 港湾・空港

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 道　　路

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 上水道・工業用水道

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 下水道

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 農業土木

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 森林土木

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 廃棄物

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 都市計画・地方計画

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 地　　質

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 土質・基礎

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 トンネル

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 建設環境

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 電気・電子

1558 応用地質株式会社 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社京滋営業所 矢野　利幸 大津市京町四丁目４番２３号 府外 地質調査業務

20803 株式会社大阪水道工業会研究所 中村　篤二 大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 株式会社大阪水道工業会研究所京都支社 林　久生 京都市西京区川島有栖川町90番2号 府内 測量一般

20803 株式会社大阪水道工業会研究所 中村　篤二 大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 株式会社大阪水道工業会研究所京都支社 林　久生 京都市西京区川島有栖川町90番2号 府内 上水道・工業用水道

20803 株式会社大阪水道工業会研究所 中村　篤二 大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 株式会社大阪水道工業会研究所京都支社 林　久生 京都市西京区川島有栖川町90番2号 府内 下水道

2163 有限会社大田建築事務所 大田　範幸 兵庫県尼崎市西難波町四丁目６－３５ 有限会社大田建築事務所大阪支店 出原　克己 大阪市北区天神橋二丁目５番２５号 府外 物　　件

2163 有限会社大田建築事務所 大田　範幸 兵庫県尼崎市西難波町四丁目６－３５ 有限会社大田建築事務所大阪支店 出原　克己 大阪市北区天神橋二丁目５番２５号 府外 機械工作物

2163 有限会社大田建築事務所 大田　範幸 兵庫県尼崎市西難波町四丁目６－３５ 有限会社大田建築事務所大阪支店 出原　克己 大阪市北区天神橋二丁目５番２５号 府外 営業補償・特殊補償

2163 有限会社大田建築事務所 大田　範幸 兵庫県尼崎市西難波町四丁目６－３５ 有限会社大田建築事務所大阪支店 出原　克己 大阪市北区天神橋二丁目５番２５号 府外 事業損失



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

2163 有限会社大田建築事務所 大田　範幸 兵庫県尼崎市西難波町四丁目６－３５ 有限会社大田建築事務所大阪支店 出原　克己 大阪市北区天神橋二丁目５番２５号 府外 補償関連

2163 有限会社大田建築事務所 大田　範幸 兵庫県尼崎市西難波町四丁目６－３５ 有限会社大田建築事務所大阪支店 出原　克己 大阪市北区天神橋二丁目５番２５号 府外 総合補償

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 建築士事務所登録

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 河川・砂防・海岸

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 港湾・空港

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 道　　路

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 上水道・工業用水道

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 下水道

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 廃棄物

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 造　　園

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 都市計画・地方計画

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 地　　質

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 土質・基礎

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 施工計画施工設備積算

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 建設環境

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 地質調査業務

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 土地調査

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 土地評価

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 物　　件

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 機械工作物

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 営業補償・特殊補償

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 事業損失

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 補償関連

20839 株式会社オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 株式会社オオバ京都営業所 藤本　靖央 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 総合補償

2524 株式会社大町測量 大町　義明 南丹市美山町静原宮ノ本２３－１ 府内 測量一般

2524 株式会社大町測量 大町　義明 南丹市美山町静原宮ノ本２３－１ 府内 地図の調整

2524 株式会社大町測量 大町　義明 南丹市美山町静原宮ノ本２３－１ 府内 航空測量

2524 株式会社大町測量 大町　義明 南丹市美山町静原宮ノ本２３－１ 府内 道　　路

2524 株式会社大町測量 大町　義明 南丹市美山町静原宮ノ本２３－１ 府内 森林土木

20796 株式会社小河建築設計事務所 瓜生田　尚彦 大阪市中央区瓦町３丁目３番７号 府外 建築士事務所登録

20733 株式会社オキココーポレーション 古川　英輔 大阪府大阪市北区国分寺一丁目３－４ 府外 測量一般

20733 株式会社オキココーポレーション 古川　英輔 大阪府大阪市北区国分寺一丁目３－４ 府外 地　　質

20733 株式会社オキココーポレーション 古川　英輔 大阪府大阪市北区国分寺一丁目３－４ 府外 土質・基礎

20733 株式会社オキココーポレーション 古川　英輔 大阪府大阪市北区国分寺一丁目３－４ 府外 地質調査業務

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 河川・砂防・海岸

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 港湾・空港

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 道　　路

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 鉄　　道

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 下水道

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 農業土木

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 森林土木

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 水産土木

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 造　　園

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 都市計画・地方計画

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 地　　質

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 土質・基礎

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 トンネル

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 施工計画施工設備積算

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 建設環境

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 電気・電子

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 地質調査業務

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 物　　件

20931 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 西村　祐介 京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町１２１番地 府内 事業損失

20949 オリジナル設計株式会社 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 オリジナル設計株式会社京都北営業所 大東　達也 京丹後市網野町郷１１９６ 府内 建築士事務所登録

20949 オリジナル設計株式会社 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 オリジナル設計株式会社京都北営業所 大東　達也 京丹後市網野町郷１１９６ 府内 河川・砂防・海岸



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20949 オリジナル設計株式会社 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 オリジナル設計株式会社京都北営業所 大東　達也 京丹後市網野町郷１１９６ 府内 電力土木

20949 オリジナル設計株式会社 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 オリジナル設計株式会社京都北営業所 大東　達也 京丹後市網野町郷１１９６ 府内 上水道・工業用水道

20949 オリジナル設計株式会社 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 オリジナル設計株式会社京都北営業所 大東　達也 京丹後市網野町郷１１９６ 府内 下水道

20949 オリジナル設計株式会社 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 オリジナル設計株式会社京都北営業所 大東　達也 京丹後市網野町郷１１９６ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20949 オリジナル設計株式会社 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 オリジナル設計株式会社京都北営業所 大東　達也 京丹後市網野町郷１１９６ 府内 建設環境

20949 オリジナル設計株式会社 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 オリジナル設計株式会社京都北営業所 大東　達也 京丹後市網野町郷１１９６ 府内 電気・電子

20949 オリジナル設計株式会社 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 オリジナル設計株式会社京都北営業所 大東　達也 京丹後市網野町郷１１９６ 府内 地質調査業務

22331 株式会社オリンピアコンサルタント 長瀬　功一 岐阜県大垣市小野４丁目４０番地１ 株式会社オリンピアコンサルタント京都営業所 児玉　明良 京都市西京区大原野北春日町４１０番地２５ 府内 測量一般

22331 株式会社オリンピアコンサルタント 長瀬　功一 岐阜県大垣市小野４丁目４０番地１ 株式会社オリンピアコンサルタント京都営業所 児玉　明良 京都市西京区大原野北春日町４１０番地２５ 府内 上水道・工業用水道

22331 株式会社オリンピアコンサルタント 長瀬　功一 岐阜県大垣市小野４丁目４０番地１ 株式会社オリンピアコンサルタント京都営業所 児玉　明良 京都市西京区大原野北春日町４１０番地２５ 府内 下水道

20854 株式会社オルサム 大西　眞二 舞鶴市字上安久１４番地１ 府内 測量一般

20854 株式会社オルサム 大西　眞二 舞鶴市字上安久１４番地１ 府内 地図の調整

20854 株式会社オルサム 大西　眞二 舞鶴市字上安久１４番地１ 府内 航空測量

20854 株式会社オルサム 大西　眞二 舞鶴市字上安久１４番地１ 府内 道　　路

20854 株式会社オルサム 大西　眞二 舞鶴市字上安久１４番地１ 府内 土地調査

21005 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 白鳥　愛介 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 開発虎ノ門コンサルタント株式会社関西支店 山本　良弘 大阪市北区南森町１丁目２番２５号 府外 河川・砂防・海岸

21005 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 白鳥　愛介 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 開発虎ノ門コンサルタント株式会社関西支店 山本　良弘 大阪市北区南森町１丁目２番２５号 府外 港湾・空港

21005 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 白鳥　愛介 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 開発虎ノ門コンサルタント株式会社関西支店 山本　良弘 大阪市北区南森町１丁目２番２５号 府外 道　　路

21005 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 白鳥　愛介 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 開発虎ノ門コンサルタント株式会社関西支店 山本　良弘 大阪市北区南森町１丁目２番２５号 府外 下水道

21005 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 白鳥　愛介 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 開発虎ノ門コンサルタント株式会社関西支店 山本　良弘 大阪市北区南森町１丁目２番２５号 府外 土質・基礎

21005 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 白鳥　愛介 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 開発虎ノ門コンサルタント株式会社関西支店 山本　良弘 大阪市北区南森町１丁目２番２５号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21005 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 白鳥　愛介 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 開発虎ノ門コンサルタント株式会社関西支店 山本　良弘 大阪市北区南森町１丁目２番２５号 府外 施工計画施工設備積算

21005 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 白鳥　愛介 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 開発虎ノ門コンサルタント株式会社関西支店 山本　良弘 大阪市北区南森町１丁目２番２５号 府外 地質調査業務

20745 株式会社片山測量設計事務所 片山　貢一郎 南丹市八木町八木杉ノ前４２－２ 府内 測量一般

20745 株式会社片山測量設計事務所 片山　貢一郎 南丹市八木町八木杉ノ前４２－２ 府内 地図の調整

20745 株式会社片山測量設計事務所 片山　貢一郎 南丹市八木町八木杉ノ前４２－２ 府内 道　　路

20745 株式会社片山測量設計事務所 片山　貢一郎 南丹市八木町八木杉ノ前４２－２ 府内 地　　質

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 測量一般

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 地図の調整

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 航空測量

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 建築士事務所登録

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 河川・砂防・海岸

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 道　　路

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 下水道

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 農業土木

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 造　　園

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 都市計画・地方計画

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 地　　質

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 土質・基礎

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 トンネル

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 建設環境

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 地質調査業務

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 土地調査

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 物　　件

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 機械工作物

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 営業補償・特殊補償

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 事業損失

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 補償関連

22741 株式会社フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 株式会社フジヤマ名古屋支店 田畑　喜久夫 愛知県名古屋市千種区内山三丁目７番３号 府外 総合補償

20897 株式会社ＮＪＳ 村上　雅亮 東京都港区芝浦１丁目１番１号 株式会社ＮＪＳ京都出張所 伊藤　泰二 京都府宮津市文珠１７９－１ 府内 測量一般

20897 株式会社ＮＪＳ 村上　雅亮 東京都港区芝浦１丁目１番１号 株式会社ＮＪＳ京都出張所 伊藤　泰二 京都府宮津市文珠１７９－１ 府内 建築士事務所登録

20897 株式会社ＮＪＳ 村上　雅亮 東京都港区芝浦１丁目１番１号 株式会社ＮＪＳ京都出張所 伊藤　泰二 京都府宮津市文珠１７９－１ 府内 河川・砂防・海岸

20897 株式会社ＮＪＳ 村上　雅亮 東京都港区芝浦１丁目１番１号 株式会社ＮＪＳ京都出張所 伊藤　泰二 京都府宮津市文珠１７９－１ 府内 上水道・工業用水道

20897 株式会社ＮＪＳ 村上　雅亮 東京都港区芝浦１丁目１番１号 株式会社ＮＪＳ京都出張所 伊藤　泰二 京都府宮津市文珠１７９－１ 府内 下水道

20897 株式会社ＮＪＳ 村上　雅亮 東京都港区芝浦１丁目１番１号 株式会社ＮＪＳ京都出張所 伊藤　泰二 京都府宮津市文珠１７９－１ 府内 廃棄物

20897 株式会社ＮＪＳ 村上　雅亮 東京都港区芝浦１丁目１番１号 株式会社ＮＪＳ京都出張所 伊藤　泰二 京都府宮津市文珠１７９－１ 府内 土質・基礎



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20897 株式会社ＮＪＳ 村上　雅亮 東京都港区芝浦１丁目１番１号 株式会社ＮＪＳ京都出張所 伊藤　泰二 京都府宮津市文珠１７９－１ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20897 株式会社ＮＪＳ 村上　雅亮 東京都港区芝浦１丁目１番１号 株式会社ＮＪＳ京都出張所 伊藤　泰二 京都府宮津市文珠１７９－１ 府内 トンネル

20897 株式会社ＮＪＳ 村上　雅亮 東京都港区芝浦１丁目１番１号 株式会社ＮＪＳ京都出張所 伊藤　泰二 京都府宮津市文珠１７９－１ 府内 建設環境

20897 株式会社ＮＪＳ 村上　雅亮 東京都港区芝浦１丁目１番１号 株式会社ＮＪＳ京都出張所 伊藤　泰二 京都府宮津市文珠１７９－１ 府内 電気・電子

20897 株式会社ＮＪＳ 村上　雅亮 東京都港区芝浦１丁目１番１号 株式会社ＮＪＳ京都出張所 伊藤　泰二 京都府宮津市文珠１７９－１ 府内 地質調査業務

20897 株式会社ＮＪＳ 村上　雅亮 東京都港区芝浦１丁目１番１号 株式会社ＮＪＳ京都出張所 伊藤　泰二 京都府宮津市文珠１７９－１ 府内 土地調査

20596 川崎地質株式会社 栃本　泰浩 東京都港区三田２丁目１１番１５号 川崎地質株式会社西日本支社 小島　央彦 大阪府大阪市西区北堀江２－２－２５ 府外 地　　質

20596 川崎地質株式会社 栃本　泰浩 東京都港区三田２丁目１１番１５号 川崎地質株式会社西日本支社 小島　央彦 大阪府大阪市西区北堀江２－２－２５ 府外 土質・基礎

20596 川崎地質株式会社 栃本　泰浩 東京都港区三田２丁目１１番１５号 川崎地質株式会社西日本支社 小島　央彦 大阪府大阪市西区北堀江２－２－２５ 府外 地質調査業務

20924 株式会社環境技術研究所 篠田　公平 大阪市西区阿波座１－３－１５ 株式会社環境技術研究所　京滋営業所 坂根　哲史 京都府京都市中京区笹屋町４４２－１－４０1 府内 建築士事務所登録

20924 株式会社環境技術研究所 篠田　公平 大阪市西区阿波座１－３－１５ 株式会社環境技術研究所　京滋営業所 坂根　哲史 京都府京都市中京区笹屋町４４２－１－４０1 府内 下水道

20924 株式会社環境技術研究所 篠田　公平 大阪市西区阿波座１－３－１５ 株式会社環境技術研究所　京滋営業所 坂根　哲史 京都府京都市中京区笹屋町４４２－１－４０1 府内 廃棄物

2614 環境計測株式会社 品川　武志 京都市伏見区竹田北三ツ杭町８４番地 府内 建設環境

20757 環境設計株式会社 中野　晋 大阪市中央区久太郎町１丁目４番２号 府外 建築士事務所登録

20757 環境設計株式会社 中野　晋 大阪市中央区久太郎町１丁目４番２号 府外 造　　園

20757 環境設計株式会社 中野　晋 大阪市中央区久太郎町１丁目４番２号 府外 都市計画・地方計画

20757 環境設計株式会社 中野　晋 大阪市中央区久太郎町１丁目４番２号 府外 建設環境

20872 株式会社環境デザイン研究所 仙田　順子 東京都港区六本木５－１２－２２ 府外 建築士事務所登録

1718 株式会社関西エンジニヤリング 土橋　傑 神戸市中央区相生町５－１７－１２－１０８ 株式会社関西エンジニヤリング大阪営業所 土橋　徹 大阪府大阪市淀川区西中島６－７－３ 府外 測量一般

1718 株式会社関西エンジニヤリング 土橋　傑 神戸市中央区相生町５－１７－１２－１０８ 株式会社関西エンジニヤリング大阪営業所 土橋　徹 大阪府大阪市淀川区西中島６－７－３ 府外 地図の調整

1718 株式会社関西エンジニヤリング 土橋　傑 神戸市中央区相生町５－１７－１２－１０８ 株式会社関西エンジニヤリング大阪営業所 土橋　徹 大阪府大阪市淀川区西中島６－７－３ 府外 建築士事務所登録

1718 株式会社関西エンジニヤリング 土橋　傑 神戸市中央区相生町５－１７－１２－１０８ 株式会社関西エンジニヤリング大阪営業所 土橋　徹 大阪府大阪市淀川区西中島６－７－３ 府外 河川・砂防・海岸

1718 株式会社関西エンジニヤリング 土橋　傑 神戸市中央区相生町５－１７－１２－１０８ 株式会社関西エンジニヤリング大阪営業所 土橋　徹 大阪府大阪市淀川区西中島６－７－３ 府外 道　　路

1718 株式会社関西エンジニヤリング 土橋　傑 神戸市中央区相生町５－１７－１２－１０８ 株式会社関西エンジニヤリング大阪営業所 土橋　徹 大阪府大阪市淀川区西中島６－７－３ 府外 上水道・工業用水道

1718 株式会社関西エンジニヤリング 土橋　傑 神戸市中央区相生町５－１７－１２－１０８ 株式会社関西エンジニヤリング大阪営業所 土橋　徹 大阪府大阪市淀川区西中島６－７－３ 府外 下水道

1718 株式会社関西エンジニヤリング 土橋　傑 神戸市中央区相生町５－１７－１２－１０８ 株式会社関西エンジニヤリング大阪営業所 土橋　徹 大阪府大阪市淀川区西中島６－７－３ 府外 造　　園

1718 株式会社関西エンジニヤリング 土橋　傑 神戸市中央区相生町５－１７－１２－１０８ 株式会社関西エンジニヤリング大阪営業所 土橋　徹 大阪府大阪市淀川区西中島６－７－３ 府外 土質・基礎

1718 株式会社関西エンジニヤリング 土橋　傑 神戸市中央区相生町５－１７－１２－１０８ 株式会社関西エンジニヤリング大阪営業所 土橋　徹 大阪府大阪市淀川区西中島６－７－３ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20687 関西技術コンサルタント株式会社 梅垣　亨 大阪府茨木市上中条２－１０－２７ 関西技術コンサルタント株式会社京都北事務所 平野　和志 京丹後市久美浜町尉ケ畑９９７－１ 府内 測量一般

20687 関西技術コンサルタント株式会社 梅垣　亨 大阪府茨木市上中条２－１０－２７ 関西技術コンサルタント株式会社京都北事務所 平野　和志 京丹後市久美浜町尉ケ畑９９７－１ 府内 建築士事務所登録

20687 関西技術コンサルタント株式会社 梅垣　亨 大阪府茨木市上中条２－１０－２７ 関西技術コンサルタント株式会社京都北事務所 平野　和志 京丹後市久美浜町尉ケ畑９９７－１ 府内 上水道・工業用水道

20687 関西技術コンサルタント株式会社 梅垣　亨 大阪府茨木市上中条２－１０－２７ 関西技術コンサルタント株式会社京都北事務所 平野　和志 京丹後市久美浜町尉ケ畑９９７－１ 府内 下水道

20687 関西技術コンサルタント株式会社 梅垣　亨 大阪府茨木市上中条２－１０－２７ 関西技術コンサルタント株式会社京都北事務所 平野　和志 京丹後市久美浜町尉ケ畑９９７－１ 府内 電気・電子

20687 関西技術コンサルタント株式会社 梅垣　亨 大阪府茨木市上中条２－１０－２７ 関西技術コンサルタント株式会社京都北事務所 平野　和志 京丹後市久美浜町尉ケ畑９９７－１ 府内 地質調査業務

20851 株式会社関西コンサルタント 林　信行 大阪市中央区谷町４－４－１５ 府外 上水道・工業用水道

20786 株式会社関西シビルコンサルタント 坂本　保彦 大阪市淀川区西中島五丁目４番２０号 府外 測量一般

20786 株式会社関西シビルコンサルタント 坂本　保彦 大阪市淀川区西中島五丁目４番２０号 府外 鉄　　道

20786 株式会社関西シビルコンサルタント 坂本　保彦 大阪市淀川区西中島五丁目４番２０号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20786 株式会社関西シビルコンサルタント 坂本　保彦 大阪市淀川区西中島五丁目４番２０号 府外 施工計画施工設備積算

20706 株式会社関西総合鑑定所 細見  幸司 京都市中京区烏丸通竹屋町下ル少将井町２３０－１ 府内 土地評価

20816 株式会社関西土木技術センター 竹内　功 京都市伏見区竹田中島町５番地 府内 測量一般

20816 株式会社関西土木技術センター 竹内　功 京都市伏見区竹田中島町５番地 府内 道　　路

20816 株式会社関西土木技術センター 竹内　功 京都市伏見区竹田中島町５番地 府内 土質・基礎

20816 株式会社関西土木技術センター 竹内　功 京都市伏見区竹田中島町５番地 府内 地質調査業務

20774 株式会社寛設計事務所 難波　修一 大阪府大阪市北区西天満五丁目２番１８号 株式会社寛設計事務所京都営業所 加三　朋宏 京都市中京区壬生花井町２３番地 府内 建築士事務所登録

20774 株式会社寛設計事務所 難波　修一 大阪府大阪市北区西天満五丁目２番１８号 株式会社寛設計事務所京都営業所 加三　朋宏 京都市中京区壬生花井町２３番地 府内 上水道・工業用水道

20774 株式会社寛設計事務所 難波　修一 大阪府大阪市北区西天満五丁目２番１８号 株式会社寛設計事務所京都営業所 加三　朋宏 京都市中京区壬生花井町２３番地 府内 下水道

21160 カンゼ航測株式会社 川本　雅彦 大阪市中央区南船場１丁目７番８号 府外 測量一般

21160 カンゼ航測株式会社 川本　雅彦 大阪市中央区南船場１丁目７番８号 府外 地図の調整

21160 カンゼ航測株式会社 川本　雅彦 大阪市中央区南船場１丁目７番８号 府外 航空測量

227 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大石　富彦 大阪府大阪市中央区安土町一丁目３番５号 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス京都支店 角田　安生 京都府宇治市宇治里尻７８番地５ 府内 測量一般

227 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大石　富彦 大阪府大阪市中央区安土町一丁目３番５号 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス京都支店 角田　安生 京都府宇治市宇治里尻７８番地５ 府内 建築士事務所登録

227 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大石　富彦 大阪府大阪市中央区安土町一丁目３番５号 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス京都支店 角田　安生 京都府宇治市宇治里尻７８番地５ 府内 河川・砂防・海岸

227 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大石　富彦 大阪府大阪市中央区安土町一丁目３番５号 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス京都支店 角田　安生 京都府宇治市宇治里尻７８番地５ 府内 電力土木

227 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大石　富彦 大阪府大阪市中央区安土町一丁目３番５号 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス京都支店 角田　安生 京都府宇治市宇治里尻７８番地５ 府内 地　　質

227 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大石　富彦 大阪府大阪市中央区安土町一丁目３番５号 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス京都支店 角田　安生 京都府宇治市宇治里尻７８番地５ 府内 土質・基礎

227 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大石　富彦 大阪府大阪市中央区安土町一丁目３番５号 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス京都支店 角田　安生 京都府宇治市宇治里尻７８番地５ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

227 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大石　富彦 大阪府大阪市中央区安土町一丁目３番５号 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス京都支店 角田　安生 京都府宇治市宇治里尻７８番地５ 府内 施工計画施工設備積算

227 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大石　富彦 大阪府大阪市中央区安土町一丁目３番５号 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス京都支店 角田　安生 京都府宇治市宇治里尻７８番地５ 府内 建設環境

227 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大石　富彦 大阪府大阪市中央区安土町一丁目３番５号 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス京都支店 角田　安生 京都府宇治市宇治里尻７８番地５ 府内 地質調査業務

228 株式会社管総研 川久保　知一 兵庫県尼崎市浜１丁目１番１号 府外 上水道・工業用水道

21605 企業組合　一級建築士事務所　ひと・まち設計 梅山　宏 京都市山科区御陵大津畑町４３番地２２ 府内 建築士事務所登録

22216 株式会社気象工学研究所 小久保　鉄也 大阪市西区京町堀一丁目８番５号 府外 河川・砂防・海岸

22216 株式会社気象工学研究所 小久保　鉄也 大阪市西区京町堀一丁目８番５号 府外 道　　路

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 測量一般

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 地図の調整

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 航空測量

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 河川・砂防・海岸

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 港湾・空港

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 道　　路

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 下水道

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 農業土木

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 森林土木

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 水産土木

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 地　　質

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 土質・基礎

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 トンネル

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 建設環境

20830 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社京都事務所 鉢呂　浩之 京都市山科区竹鼻堂の前町４６－４ 府内 地質調査業務

20981 株式会社教育施設研究所 飯田　順一 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 株式会社教育施設研究所大阪事務所 八田　利幸 大阪市北区東天満１丁目６番６号 府外 建築士事務所登録

20927 株式会社共栄技術 大槻　宏徳 京都府綾部市新宮町６番地の１ 府内 測量一般

20927 株式会社共栄技術 大槻　宏徳 京都府綾部市新宮町６番地の１ 府内 地図の調整

21640 株式会社京都空間研究所 松木　一恭 京都市中京区御池通西洞院東入橋之町７４１番地３ 府内 建築士事務所登録

20937 京都府森林組合連合会 青合　幹夫 京都市中京区西ノ京樋ノ口町１２３ 府内 測量一般

20896 共同設計株式会社 飯田　精三 大阪市北区西天満５－１０－１４ 共同設計株式会社京都事務所 梅原　繁樹 京都市伏見区新町１１－３５８－１０ 府内 建築士事務所登録

20896 共同設計株式会社 飯田　精三 大阪市北区西天満５－１０－１４ 共同設計株式会社京都事務所 梅原　繁樹 京都市伏見区新町１１－３５８－１０ 府内 都市計画・地方計画

22247 株式会社共和技術研究所 堀田　憲一 大阪府大阪市中央区南船場一丁目６番１２号 府外 道　　路

22247 株式会社共和技術研究所 堀田　憲一 大阪府大阪市中央区南船場一丁目６番１２号 府外 下水道

22247 株式会社共和技術研究所 堀田　憲一 大阪府大阪市中央区南船場一丁目６番１２号 府外 農業土木

22247 株式会社共和技術研究所 堀田　憲一 大阪府大阪市中央区南船場一丁目６番１２号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 測量一般

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 地図の調整

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 航空測量

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 建築士事務所登録

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 河川・砂防・海岸

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 道　　路

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 上水道・工業用水道

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 下水道

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 造　　園

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 都市計画・地方計画

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 土質・基礎

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 トンネル

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 建設環境

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 電気・電子

20755 株式会社協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 株式会社協和コンサルタンツ京都営業所 佐々木　泰輝 京都府京都市中京区西方寺町１６０－２ 府内 地質調査業務

20806 協和設計株式会社 久後　雅治 大阪府茨木市丑寅二丁目１－３４ 協和設計株式会社京都事務所 石田　成広 京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町４４１ 府内 測量一般

20806 協和設計株式会社 久後　雅治 大阪府茨木市丑寅二丁目１－３４ 協和設計株式会社京都事務所 石田　成広 京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町４４１ 府内 河川・砂防・海岸

20806 協和設計株式会社 久後　雅治 大阪府茨木市丑寅二丁目１－３４ 協和設計株式会社京都事務所 石田　成広 京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町４４１ 府内 道　　路

20806 協和設計株式会社 久後　雅治 大阪府茨木市丑寅二丁目１－３４ 協和設計株式会社京都事務所 石田　成広 京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町４４１ 府内 上水道・工業用水道

20806 協和設計株式会社 久後　雅治 大阪府茨木市丑寅二丁目１－３４ 協和設計株式会社京都事務所 石田　成広 京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町４４１ 府内 下水道

20806 協和設計株式会社 久後　雅治 大阪府茨木市丑寅二丁目１－３４ 協和設計株式会社京都事務所 石田　成広 京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町４４１ 府内 都市計画・地方計画

20806 協和設計株式会社 久後　雅治 大阪府茨木市丑寅二丁目１－３４ 協和設計株式会社京都事務所 石田　成広 京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町４４１ 府内 地　　質



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20806 協和設計株式会社 久後　雅治 大阪府茨木市丑寅二丁目１－３４ 協和設計株式会社京都事務所 石田　成広 京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町４４１ 府内 土質・基礎

20806 協和設計株式会社 久後　雅治 大阪府茨木市丑寅二丁目１－３４ 協和設計株式会社京都事務所 石田　成広 京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町４４１ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20806 協和設計株式会社 久後　雅治 大阪府茨木市丑寅二丁目１－３４ 協和設計株式会社京都事務所 石田　成広 京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町４４１ 府内 トンネル

20806 協和設計株式会社 久後　雅治 大阪府茨木市丑寅二丁目１－３４ 協和設計株式会社京都事務所 石田　成広 京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町４４１ 府内 施工計画施工設備積算

20806 協和設計株式会社 久後　雅治 大阪府茨木市丑寅二丁目１－３４ 協和設計株式会社京都事務所 石田　成広 京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町４４１ 府内 建設環境

20806 協和設計株式会社 久後　雅治 大阪府茨木市丑寅二丁目１－３４ 協和設計株式会社京都事務所 石田　成広 京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町４４１ 府内 地質調査業務

21118 近畿技術コンサルタンツ株式会社 田中　基裕 大阪府大阪市中央区谷町二丁目６番４号 近畿技術コンサルタンツ株式会社京都事務所 河内　吉彦 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 測量一般

21118 近畿技術コンサルタンツ株式会社 田中　基裕 大阪府大阪市中央区谷町二丁目６番４号 近畿技術コンサルタンツ株式会社京都事務所 河内　吉彦 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 地図の調整

21118 近畿技術コンサルタンツ株式会社 田中　基裕 大阪府大阪市中央区谷町二丁目６番４号 近畿技術コンサルタンツ株式会社京都事務所 河内　吉彦 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 航空測量

21118 近畿技術コンサルタンツ株式会社 田中　基裕 大阪府大阪市中央区谷町二丁目６番４号 近畿技術コンサルタンツ株式会社京都事務所 河内　吉彦 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 建築士事務所登録

21118 近畿技術コンサルタンツ株式会社 田中　基裕 大阪府大阪市中央区谷町二丁目６番４号 近畿技術コンサルタンツ株式会社京都事務所 河内　吉彦 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 河川・砂防・海岸

21118 近畿技術コンサルタンツ株式会社 田中　基裕 大阪府大阪市中央区谷町二丁目６番４号 近畿技術コンサルタンツ株式会社京都事務所 河内　吉彦 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 道　　路

21118 近畿技術コンサルタンツ株式会社 田中　基裕 大阪府大阪市中央区谷町二丁目６番４号 近畿技術コンサルタンツ株式会社京都事務所 河内　吉彦 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 下水道

21118 近畿技術コンサルタンツ株式会社 田中　基裕 大阪府大阪市中央区谷町二丁目６番４号 近畿技術コンサルタンツ株式会社京都事務所 河内　吉彦 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 都市計画・地方計画

21118 近畿技術コンサルタンツ株式会社 田中　基裕 大阪府大阪市中央区谷町二丁目６番４号 近畿技術コンサルタンツ株式会社京都事務所 河内　吉彦 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 土質・基礎

21118 近畿技術コンサルタンツ株式会社 田中　基裕 大阪府大阪市中央区谷町二丁目６番４号 近畿技術コンサルタンツ株式会社京都事務所 河内　吉彦 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21118 近畿技術コンサルタンツ株式会社 田中　基裕 大阪府大阪市中央区谷町二丁目６番４号 近畿技術コンサルタンツ株式会社京都事務所 河内　吉彦 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 建設環境

21279 一般社団法人近畿建設協会 谷本　光司 大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 測量一般

21279 一般社団法人近畿建設協会 谷本　光司 大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 建築士事務所登録

21279 一般社団法人近畿建設協会 谷本　光司 大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 河川・砂防・海岸

21279 一般社団法人近畿建設協会 谷本　光司 大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 道　　路

21279 一般社団法人近畿建設協会 谷本　光司 大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 土質・基礎

21279 一般社団法人近畿建設協会 谷本　光司 大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21279 一般社団法人近畿建設協会 谷本　光司 大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 トンネル

21279 一般社団法人近畿建設協会 谷本　光司 大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 施工計画施工設備積算

21279 一般社団法人近畿建設協会 谷本　光司 大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 物　　件

21279 一般社団法人近畿建設協会 谷本　光司 大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 補償関連

21279 一般社団法人近畿建設協会 谷本　光司 大阪市中央区大手前１丁目７番３１号 府外 総合補償

21108 近畿設計測量株式会社 西村　幸記 滋賀県大津市湖城が丘３２番３号 府外 測量一般

21108 近畿設計測量株式会社 西村　幸記 滋賀県大津市湖城が丘３２番３号 府外 地図の調整

21108 近畿設計測量株式会社 西村　幸記 滋賀県大津市湖城が丘３２番３号 府外 航空測量

21108 近畿設計測量株式会社 西村　幸記 滋賀県大津市湖城が丘３２番３号 府外 建築士事務所登録

21108 近畿設計測量株式会社 西村　幸記 滋賀県大津市湖城が丘３２番３号 府外 河川・砂防・海岸

21108 近畿設計測量株式会社 西村　幸記 滋賀県大津市湖城が丘３２番３号 府外 道　　路

21108 近畿設計測量株式会社 西村　幸記 滋賀県大津市湖城が丘３２番３号 府外 下水道

21108 近畿設計測量株式会社 西村　幸記 滋賀県大津市湖城が丘３２番３号 府外 農業土木

21108 近畿設計測量株式会社 西村　幸記 滋賀県大津市湖城が丘３２番３号 府外 土質・基礎

21108 近畿設計測量株式会社 西村　幸記 滋賀県大津市湖城が丘３２番３号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21108 近畿設計測量株式会社 西村　幸記 滋賀県大津市湖城が丘３２番３号 府外 地質調査業務

21108 近畿設計測量株式会社 西村　幸記 滋賀県大津市湖城が丘３２番３号 府外 土地調査

21108 近畿設計測量株式会社 西村　幸記 滋賀県大津市湖城が丘３２番３号 府外 物　　件

22210 近畿都市整備株式会社 弓場　昌治 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 測量一般

22210 近畿都市整備株式会社 弓場　昌治 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 地図の調整

22210 近畿都市整備株式会社 弓場　昌治 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 航空測量

22210 近畿都市整備株式会社 弓場　昌治 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 下水道

22210 近畿都市整備株式会社 弓場　昌治 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21144 株式会社きんそく 奥野　勝司 京都府京都市南区上鳥羽大溝６番地 府内 測量一般

21144 株式会社きんそく 奥野　勝司 京都府京都市南区上鳥羽大溝６番地 府内 航空測量

21144 株式会社きんそく 奥野　勝司 京都府京都市南区上鳥羽大溝６番地 府内 河川・砂防・海岸

21144 株式会社きんそく 奥野　勝司 京都府京都市南区上鳥羽大溝６番地 府内 道　　路

21144 株式会社きんそく 奥野　勝司 京都府京都市南区上鳥羽大溝６番地 府内 下水道

21144 株式会社きんそく 奥野　勝司 京都府京都市南区上鳥羽大溝６番地 府内 土質・基礎

21144 株式会社きんそく 奥野　勝司 京都府京都市南区上鳥羽大溝６番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21144 株式会社きんそく 奥野　勝司 京都府京都市南区上鳥羽大溝６番地 府内 トンネル

21144 株式会社きんそく 奥野　勝司 京都府京都市南区上鳥羽大溝６番地 府内 施工計画施工設備積算

21144 株式会社きんそく 奥野　勝司 京都府京都市南区上鳥羽大溝６番地 府内 土地調査

20971 株式会社近代設計 根本　顯 東京都千代田区鍛冶町１丁目９番１６号 株式会社近代設計大阪支社 藤澤　弘幸 大阪市中央区淡路町２丁目６番１１号 府外 測量一般



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿
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20971 株式会社近代設計 根本　顯 東京都千代田区鍛冶町１丁目９番１６号 株式会社近代設計大阪支社 藤澤　弘幸 大阪市中央区淡路町２丁目６番１１号 府外 道　　路

20971 株式会社近代設計 根本　顯 東京都千代田区鍛冶町１丁目９番１６号 株式会社近代設計大阪支社 藤澤　弘幸 大阪市中央区淡路町２丁目６番１１号 府外 都市計画・地方計画

20971 株式会社近代設計 根本　顯 東京都千代田区鍛冶町１丁目９番１６号 株式会社近代設計大阪支社 藤澤　弘幸 大阪市中央区淡路町２丁目６番１１号 府外 土質・基礎

20971 株式会社近代設計 根本　顯 東京都千代田区鍛冶町１丁目９番１６号 株式会社近代設計大阪支社 藤澤　弘幸 大阪市中央区淡路町２丁目６番１１号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20971 株式会社近代設計 根本　顯 東京都千代田区鍛冶町１丁目９番１６号 株式会社近代設計大阪支社 藤澤　弘幸 大阪市中央区淡路町２丁目６番１１号 府外 トンネル

20971 株式会社近代設計 根本　顯 東京都千代田区鍛冶町１丁目９番１６号 株式会社近代設計大阪支社 藤澤　弘幸 大阪市中央区淡路町２丁目６番１１号 府外 施工計画施工設備積算

20971 株式会社近代設計 根本　顯 東京都千代田区鍛冶町１丁目９番１６号 株式会社近代設計大阪支社 藤澤　弘幸 大阪市中央区淡路町２丁目６番１１号 府外 建設環境

1875 株式会社技研 石田　恵一 大阪市北区天満四丁目１２番９号 株式会社技研京都南営業所 笹崎  大雄 京田辺市花住坂三丁目２２－１４ 府内 土地評価

1875 株式会社技研 石田　恵一 大阪市北区天満四丁目１２番９号 株式会社技研京都南営業所 笹崎  大雄 京田辺市花住坂三丁目２２－１４ 府内 物　　件

1875 株式会社技研 石田　恵一 大阪市北区天満四丁目１２番９号 株式会社技研京都南営業所 笹崎  大雄 京田辺市花住坂三丁目２２－１４ 府内 機械工作物

1875 株式会社技研 石田　恵一 大阪市北区天満四丁目１２番９号 株式会社技研京都南営業所 笹崎  大雄 京田辺市花住坂三丁目２２－１４ 府内 営業補償・特殊補償

1875 株式会社技研 石田　恵一 大阪市北区天満四丁目１２番９号 株式会社技研京都南営業所 笹崎  大雄 京田辺市花住坂三丁目２２－１４ 府内 事業損失

1875 株式会社技研 石田　恵一 大阪市北区天満四丁目１２番９号 株式会社技研京都南営業所 笹崎  大雄 京田辺市花住坂三丁目２２－１４ 府内 補償関連

1875 株式会社技研 石田　恵一 大阪市北区天満四丁目１２番９号 株式会社技研京都南営業所 笹崎  大雄 京田辺市花住坂三丁目２２－１４ 府内 総合補償

21621 株式会社技研エンジニアネットワーク 和気　光則 大阪市中央区南新町２－３－７ 府外 建築士事務所登録

20717 株式会社空間創研 後藤　逸成 京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺町５８０－１ 府内 測量一般

20717 株式会社空間創研 後藤　逸成 京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺町５８０－１ 府内 建築士事務所登録

20717 株式会社空間創研 後藤　逸成 京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺町５８０－１ 府内 造　　園

20717 株式会社空間創研 後藤　逸成 京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺町５８０－１ 府内 都市計画・地方計画

20717 株式会社空間創研 後藤　逸成 京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺町５８０－１ 府内 建設環境

21946 株式会社国原技術 國府　薫 京都府京都市山科区勧修寺縄手町４５番地 株式会社国原技術舞鶴営業所 後守　智恵 京都府舞鶴市字南田辺３９－２ 府内 建築士事務所登録

21946 株式会社国原技術 國府　薫 京都府京都市山科区勧修寺縄手町４５番地 株式会社国原技術舞鶴営業所 後守　智恵 京都府舞鶴市字南田辺３９－２ 府内 物　　件

21946 株式会社国原技術 國府　薫 京都府京都市山科区勧修寺縄手町４５番地 株式会社国原技術舞鶴営業所 後守　智恵 京都府舞鶴市字南田辺３９－２ 府内 事業損失

1879 株式会社久米設計 藤澤　進 東京都江東区潮見２丁目１番２２号 株式会社久米設計大阪支社 小牧　実豊 大阪市西区江戸堀１－１０－８ 府外 建築士事務所登録

1879 株式会社久米設計 藤澤　進 東京都江東区潮見２丁目１番２２号 株式会社久米設計大阪支社 小牧　実豊 大阪市西区江戸堀１－１０－８ 府外 都市計画・地方計画

22504 クモノスコーポレーション株式会社 中庭　和秀 大阪府箕面市船場東２－１－１５ 府外 測量一般

22504 クモノスコーポレーション株式会社 中庭　和秀 大阪府箕面市船場東２－１－１５ 府外 建築士事務所登録

22504 クモノスコーポレーション株式会社 中庭　和秀 大阪府箕面市船場東２－１－１５ 府外 都市計画・地方計画

22504 クモノスコーポレーション株式会社 中庭　和秀 大阪府箕面市船場東２－１－１５ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21597 倉測建設コンサルタント株式会社 佐野　勲 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 倉測建設コンサルタント株式会社大阪支店 藤原　博史 大阪府大阪市中央区南船場２－１－１０ 府外 測量一般

21597 倉測建設コンサルタント株式会社 佐野　勲 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 倉測建設コンサルタント株式会社大阪支店 藤原　博史 大阪府大阪市中央区南船場２－１－１０ 府外 地図の調整

21597 倉測建設コンサルタント株式会社 佐野　勲 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 倉測建設コンサルタント株式会社大阪支店 藤原　博史 大阪府大阪市中央区南船場２－１－１０ 府外 航空測量

21597 倉測建設コンサルタント株式会社 佐野　勲 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 倉測建設コンサルタント株式会社大阪支店 藤原　博史 大阪府大阪市中央区南船場２－１－１０ 府外 建築士事務所登録

21597 倉測建設コンサルタント株式会社 佐野　勲 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 倉測建設コンサルタント株式会社大阪支店 藤原　博史 大阪府大阪市中央区南船場２－１－１０ 府外 道　　路

21597 倉測建設コンサルタント株式会社 佐野　勲 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 倉測建設コンサルタント株式会社大阪支店 藤原　博史 大阪府大阪市中央区南船場２－１－１０ 府外 上水道・工業用水道

21597 倉測建設コンサルタント株式会社 佐野　勲 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 倉測建設コンサルタント株式会社大阪支店 藤原　博史 大阪府大阪市中央区南船場２－１－１０ 府外 下水道

21597 倉測建設コンサルタント株式会社 佐野　勲 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 倉測建設コンサルタント株式会社大阪支店 藤原　博史 大阪府大阪市中央区南船場２－１－１０ 府外 土質・基礎

21597 倉測建設コンサルタント株式会社 佐野　勲 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 倉測建設コンサルタント株式会社大阪支店 藤原　博史 大阪府大阪市中央区南船場２－１－１０ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21597 倉測建設コンサルタント株式会社 佐野　勲 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 倉測建設コンサルタント株式会社大阪支店 藤原　博史 大阪府大阪市中央区南船場２－１－１０ 府外 地質調査業務

21597 倉測建設コンサルタント株式会社 佐野　勲 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 倉測建設コンサルタント株式会社大阪支店 藤原　博史 大阪府大阪市中央区南船場２－１－１０ 府外 土地調査

21597 倉測建設コンサルタント株式会社 佐野　勲 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 倉測建設コンサルタント株式会社大阪支店 藤原　博史 大阪府大阪市中央区南船場２－１－１０ 府外 物　　件

21597 倉測建設コンサルタント株式会社 佐野　勲 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 倉測建設コンサルタント株式会社大阪支店 藤原　博史 大阪府大阪市中央区南船場２－１－１０ 府外 事業損失

21116 黒田測量設計株式会社 黒田　好信 兵庫県丹波市柏原町挙田１０１ 府外 測量一般

21116 黒田測量設計株式会社 黒田　好信 兵庫県丹波市柏原町挙田１０１ 府外 地図の調整

21116 黒田測量設計株式会社 黒田　好信 兵庫県丹波市柏原町挙田１０１ 府外 航空測量

21116 黒田測量設計株式会社 黒田　好信 兵庫県丹波市柏原町挙田１０１ 府外 土地調査

2276 株式会社グリーンエコ 岡村　雅明 大阪市中央区南船場１丁目１７番１１号 府外 建築士事務所登録

21682 株式会社ＫＥＩＳＩＮ 西林　嘉隆 大阪府堺市堺区出島町３－８－２２ 株式会社ＫＥＩＳＩＮ京都営業所 若林　建一 京都府木津川市相楽神後原３０－２４－２０１ 府内 測量一般

21682 株式会社ＫＥＩＳＩＮ 西林　嘉隆 大阪府堺市堺区出島町３－８－２２ 株式会社ＫＥＩＳＩＮ京都営業所 若林　建一 京都府木津川市相楽神後原３０－２４－２０１ 府内 地図の調整

21682 株式会社ＫＥＩＳＩＮ 西林　嘉隆 大阪府堺市堺区出島町３－８－２２ 株式会社ＫＥＩＳＩＮ京都営業所 若林　建一 京都府木津川市相楽神後原３０－２４－２０１ 府内 建築士事務所登録

21682 株式会社ＫＥＩＳＩＮ 西林　嘉隆 大阪府堺市堺区出島町３－８－２２ 株式会社ＫＥＩＳＩＮ京都営業所 若林　建一 京都府木津川市相楽神後原３０－２４－２０１ 府内 道　　路

21682 株式会社ＫＥＩＳＩＮ 西林　嘉隆 大阪府堺市堺区出島町３－８－２２ 株式会社ＫＥＩＳＩＮ京都営業所 若林　建一 京都府木津川市相楽神後原３０－２４－２０１ 府内 都市計画・地方計画

21682 株式会社ＫＥＩＳＩＮ 西林　嘉隆 大阪府堺市堺区出島町３－８－２２ 株式会社ＫＥＩＳＩＮ京都営業所 若林　建一 京都府木津川市相楽神後原３０－２４－２０１ 府内 土地調査

21682 株式会社ＫＥＩＳＩＮ 西林　嘉隆 大阪府堺市堺区出島町３－８－２２ 株式会社ＫＥＩＳＩＮ京都営業所 若林　建一 京都府木津川市相楽神後原３０－２４－２０１ 府内 物　　件

21682 株式会社ＫＥＩＳＩＮ 西林　嘉隆 大阪府堺市堺区出島町３－８－２２ 株式会社ＫＥＩＳＩＮ京都営業所 若林　建一 京都府木津川市相楽神後原３０－２４－２０１ 府内 機械工作物

21682 株式会社ＫＥＩＳＩＮ 西林　嘉隆 大阪府堺市堺区出島町３－８－２２ 株式会社ＫＥＩＳＩＮ京都営業所 若林　建一 京都府木津川市相楽神後原３０－２４－２０１ 府内 営業補償・特殊補償

21682 株式会社ＫＥＩＳＩＮ 西林　嘉隆 大阪府堺市堺区出島町３－８－２２ 株式会社ＫＥＩＳＩＮ京都営業所 若林　建一 京都府木津川市相楽神後原３０－２４－２０１ 府内 事業損失



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

21584 株式会社ケイズ 熊井　隆裕 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４７４番地 府内 測量一般

21584 株式会社ケイズ 熊井　隆裕 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４７４番地 府内 地図の調整

21584 株式会社ケイズ 熊井　隆裕 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４７４番地 府内 航空測量

4903 株式会社ケイ設計 橘田  睦之 兵庫県三木市志染町広野１－３８ 府外 測量一般

4903 株式会社ケイ設計 橘田  睦之 兵庫県三木市志染町広野１－３８ 府外 建築士事務所登録

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 測量一般

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 地図の調整

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 航空測量

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 建築士事務所登録

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 河川・砂防・海岸

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 港湾・空港

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 道　　路

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 造　　園

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 都市計画・地方計画

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 地　　質

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 土質・基礎

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 トンネル

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 建設環境

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 地質調査業務

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 土地調査

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 物　　件

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 営業補償・特殊補償

20984 京福コンサルタント株式会社 芝田　清邦 小浜市多田１１－２－１ 京福コンサルタント株式会社京都支社 新宮　正幸 舞鶴市字浜１１９９－１０ 府内 事業損失

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 測量一般

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 地図の調整

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 航空測量

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 建築士事務所登録

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 河川・砂防・海岸

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 港湾・空港

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 電力土木

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 道　　路

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 鉄　　道

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 上水道・工業用水道

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 下水道

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 農業土木

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 森林土木

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 水産土木

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 廃棄物

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 造　　園

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 都市計画・地方計画

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 地　　質

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 土質・基礎

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 トンネル

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 施工計画施工設備積算

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 建設環境

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 機械

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 電気・電子

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 地質調査業務

2455 株式会社建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１－１ 株式会社建設技術研究所京都事務所 秋月　憲夫 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 補償関連

21723 株式会社公園マネジメント研究所 小野　隆 大阪市中央区谷町二丁目２番２２号 府外 造　　園

21723 株式会社公園マネジメント研究所 小野　隆 大阪市中央区谷町二丁目２番２２号 府外 都市計画・地方計画

21723 株式会社公園マネジメント研究所 小野　隆 大阪市中央区谷町二丁目２番２２号 府外 建設環境

21131 株式会社上坂設計 上坂　成輝 大阪市北区太融寺町３番２４号 府外 建築士事務所登録

20988 株式会社構造総合技術研究所 大久保　員良 大阪府東大阪市長田東三丁目２－２７ 府外 建築士事務所登録

20988 株式会社構造総合技術研究所 大久保　員良 大阪府東大阪市長田東三丁目２－２７ 府外 道　　路
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20988 株式会社構造総合技術研究所 大久保　員良 大阪府東大阪市長田東三丁目２－２７ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21125 晃和調査設計株式会社 森　雅樹 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目９番１４号 晃和調査設計株式会社京都事務所 松本　孝 京田辺市三山木見尊田６－１－３０７ 府内 河川・砂防・海岸

21125 晃和調査設計株式会社 森　雅樹 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目９番１４号 晃和調査設計株式会社京都事務所 松本　孝 京田辺市三山木見尊田６－１－３０７ 府内 道　　路

21125 晃和調査設計株式会社 森　雅樹 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目９番１４号 晃和調査設計株式会社京都事務所 松本　孝 京田辺市三山木見尊田６－１－３０７ 府内 下水道

21125 晃和調査設計株式会社 森　雅樹 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目９番１４号 晃和調査設計株式会社京都事務所 松本　孝 京田辺市三山木見尊田６－１－３０７ 府内 農業土木

21125 晃和調査設計株式会社 森　雅樹 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目９番１４号 晃和調査設計株式会社京都事務所 松本　孝 京田辺市三山木見尊田６－１－３０７ 府内 都市計画・地方計画

21125 晃和調査設計株式会社 森　雅樹 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目９番１４号 晃和調査設計株式会社京都事務所 松本　孝 京田辺市三山木見尊田６－１－３０７ 府内 土質・基礎

21125 晃和調査設計株式会社 森　雅樹 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目９番１４号 晃和調査設計株式会社京都事務所 松本　孝 京田辺市三山木見尊田６－１－３０７ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 測量一般

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 地図の調整

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 航空測量

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 建築士事務所登録

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 河川・砂防・海岸

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 港湾・空港

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 道　　路

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 鉄　　道

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 上水道・工業用水道

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 下水道

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 農業土木

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 森林土木

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 水産土木

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 廃棄物

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 造　　園

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 都市計画・地方計画

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 地　　質

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 土質・基礎

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 トンネル

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 施工計画施工設備積算

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 建設環境

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 電気・電子

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 地質調査業務

3157 国際航業株式会社 土方　聡 東京都新宿区北新宿二丁目２１番１号 国際航業株式会社京都支店 山内　清文 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町３３８ 府内 土地調査

22200 国際文化財株式会社 梅原　亮介 東京都品川区東五反田２－３－４ 国際文化財株式会社西日本支店 川井　健士 大阪市中央区南船場２－３－２ 府外 測量一般

22200 国際文化財株式会社 梅原　亮介 東京都品川区東五反田２－３－４ 国際文化財株式会社西日本支店 川井　健士 大阪市中央区南船場２－３－２ 府外 地図の調整

22200 国際文化財株式会社 梅原　亮介 東京都品川区東五反田２－３－４ 国際文化財株式会社西日本支店 川井　健士 大阪市中央区南船場２－３－２ 府外 航空測量

20831 国土情報開発株式会社 羽田　寛 東京都世田谷区池尻２－７－３ 府外 測量一般

20831 国土情報開発株式会社 羽田　寛 東京都世田谷区池尻２－７－３ 府外 地図の調整

22560 株式会社コスト 中嶋　一浩 京都府京都市中京区西ノ京冷泉町９８－５ 府内 建築士事務所登録

20963 株式会社コスモ 川見　元 朝来市和田山町秋葉台２番地１０５ 株式会社コスモ京都北支店 石田　剛 京都府京丹後市峰山町荒山５８番５ 府内 測量一般

20963 株式会社コスモ 川見　元 朝来市和田山町秋葉台２番地１０５ 株式会社コスモ京都北支店 石田　剛 京都府京丹後市峰山町荒山５８番５ 府内 地図の調整

20963 株式会社コスモ 川見　元 朝来市和田山町秋葉台２番地１０５ 株式会社コスモ京都北支店 石田　剛 京都府京丹後市峰山町荒山５８番５ 府内 航空測量

20963 株式会社コスモ 川見　元 朝来市和田山町秋葉台２番地１０５ 株式会社コスモ京都北支店 石田　剛 京都府京丹後市峰山町荒山５８番５ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20963 株式会社コスモ 川見　元 朝来市和田山町秋葉台２番地１０５ 株式会社コスモ京都北支店 石田　剛 京都府京丹後市峰山町荒山５８番５ 府内 施工計画施工設備積算

20963 株式会社コスモ 川見　元 朝来市和田山町秋葉台２番地１０５ 株式会社コスモ京都北支店 石田　剛 京都府京丹後市峰山町荒山５８番５ 府内 土地調査

20978 株式会社小西設計 小西　敏子 大阪市西区立売堀１丁目１２番１６号 府外 建築士事務所登録

21162 株式会社コム・キューブ 内田　清次 京都市中京区西ノ京池ノ内町１９番地１１　御池ＫＳビル 府内 建築士事務所登録

20800 株式会社コム建築コンサルタント 水上　信也 奈良県生駒市小瀬町６４５番地 株式会社コム建築コンサルタント京都営業所 大門　憲司 京田辺市河原里ノ内５２番地７ 府内 物　　件

20800 株式会社コム建築コンサルタント 水上　信也 奈良県生駒市小瀬町６４５番地 株式会社コム建築コンサルタント京都営業所 大門　憲司 京田辺市河原里ノ内５２番地７ 府内 機械工作物

20800 株式会社コム建築コンサルタント 水上　信也 奈良県生駒市小瀬町６４５番地 株式会社コム建築コンサルタント京都営業所 大門　憲司 京田辺市河原里ノ内５２番地７ 府内 営業補償・特殊補償

20800 株式会社コム建築コンサルタント 水上　信也 奈良県生駒市小瀬町６４５番地 株式会社コム建築コンサルタント京都営業所 大門　憲司 京田辺市河原里ノ内５２番地７ 府内 事業損失

20800 株式会社コム建築コンサルタント 水上　信也 奈良県生駒市小瀬町６４５番地 株式会社コム建築コンサルタント京都営業所 大門　憲司 京田辺市河原里ノ内５２番地７ 府内 補償関連

21256 株式会社コンステック 安部　俊彦 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 府外 建築士事務所登録

21256 株式会社コンステック 安部　俊彦 大阪府大阪市中央区北浜東４－３３ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 測量一般

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 地図の調整

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 航空測量



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 建築士事務所登録

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 河川・砂防・海岸

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 港湾・空港

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 道　　路

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 上水道・工業用水道

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 下水道

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 農業土木

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 都市計画・地方計画

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 土質・基礎

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 地質調査業務

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 土地調査

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 物　　件

20840 株式会社五星 今中　雅樹 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 株式会社五星関西支社 藤村　俊幸 大阪市東成区中道三丁目１７番１２号 府外 営業補償・特殊補償

21283 五洋設計株式会社 吉岡　聖一 奈良市大宮町六丁目３番地の７ 府外 測量一般

21283 五洋設計株式会社 吉岡　聖一 奈良市大宮町六丁目３番地の７ 府外 河川・砂防・海岸

21283 五洋設計株式会社 吉岡　聖一 奈良市大宮町六丁目３番地の７ 府外 道　　路

21283 五洋設計株式会社 吉岡　聖一 奈良市大宮町六丁目３番地の７ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20932 株式会社坂倉建築研究所 大木　健逸 東京都港区赤坂９－６－１４ 株式会社坂倉建築研究所大阪事務所 宍道　弘志 大阪市西区京町堀１－１５－７ 府外 建築士事務所登録

20956 株式会社佐藤総合計画 細田　雅春 東京都墨田区横網２－１０－１２ 株式会社佐藤総合計画関西オフィス 井下　仁史 大阪市中央区北浜東１－２６ 府外 建築士事務所登録

20956 株式会社佐藤総合計画 細田　雅春 東京都墨田区横網２－１０－１２ 株式会社佐藤総合計画関西オフィス 井下　仁史 大阪市中央区北浜東１－２６ 府外 都市計画・地方計画

20712 株式会社産業工学研究所 武田  正典 大阪府大阪市西区立売堀３丁目１番１４号 株式会社産業工学研究所京都営業所 坪井　良晴 京都市下京区若宮通六条下る若宮町５４４番地の１ 府内 都市計画・地方計画

20712 株式会社産業工学研究所 武田  正典 大阪府大阪市西区立売堀３丁目１番１４号 株式会社産業工学研究所京都営業所 坪井　良晴 京都市下京区若宮通六条下る若宮町５４４番地の１ 府内 土地調査

20712 株式会社産業工学研究所 武田  正典 大阪府大阪市西区立売堀３丁目１番１４号 株式会社産業工学研究所京都営業所 坪井　良晴 京都市下京区若宮通六条下る若宮町５４４番地の１ 府内 土地評価

20712 株式会社産業工学研究所 武田  正典 大阪府大阪市西区立売堀３丁目１番１４号 株式会社産業工学研究所京都営業所 坪井　良晴 京都市下京区若宮通六条下る若宮町５４４番地の１ 府内 物　　件

20712 株式会社産業工学研究所 武田  正典 大阪府大阪市西区立売堀３丁目１番１４号 株式会社産業工学研究所京都営業所 坪井　良晴 京都市下京区若宮通六条下る若宮町５４４番地の１ 府内 機械工作物

20712 株式会社産業工学研究所 武田  正典 大阪府大阪市西区立売堀３丁目１番１４号 株式会社産業工学研究所京都営業所 坪井　良晴 京都市下京区若宮通六条下る若宮町５４４番地の１ 府内 営業補償・特殊補償

20712 株式会社産業工学研究所 武田  正典 大阪府大阪市西区立売堀３丁目１番１４号 株式会社産業工学研究所京都営業所 坪井　良晴 京都市下京区若宮通六条下る若宮町５４４番地の１ 府内 事業損失

20712 株式会社産業工学研究所 武田  正典 大阪府大阪市西区立売堀３丁目１番１４号 株式会社産業工学研究所京都営業所 坪井　良晴 京都市下京区若宮通六条下る若宮町５４４番地の１ 府内 補償関連

20712 株式会社産業工学研究所 武田  正典 大阪府大阪市西区立売堀３丁目１番１４号 株式会社産業工学研究所京都営業所 坪井　良晴 京都市下京区若宮通六条下る若宮町５４４番地の１ 府内 総合補償

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 建築士事務所登録

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 河川・砂防・海岸

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 港湾・空港

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 道　　路

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 上水道・工業用水道

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 下水道

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 造　　園

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 都市計画・地方計画

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 地　　質

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 土質・基礎

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 トンネル

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 施工計画施工設備積算

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 建設環境

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 機械

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 電気・電子

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 地質調査業務

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 土地調査

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 物　　件

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 機械工作物

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 営業補償・特殊補償

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 事業損失

21134 サンコーコンサルタント株式会社 野村　秀行 東京都江東区亀戸１－８－９ サンコーコンサルタント株式会社京都営業所 西村　栄治 京都市中京区三条通河原町東入中島町７８ 府内 補償関連

21015 株式会社三弘建築事務所 池田　裕彦 兵庫県西宮市本町４－１６ 府外 建築士事務所登録

21014 株式会社三座建築事務所 井手　俊男 大阪市西区江戸堀１－２２－３８ 府外 建築士事務所登録

21014 株式会社三座建築事務所 井手　俊男 大阪市西区江戸堀１－２２－３８ 府外 都市計画・地方計画

20955 株式会社三水コンサルタント 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号 株式会社三水コンサルタント京都事務所 三村　仁志 京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８－７ 府内 測量一般



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20955 株式会社三水コンサルタント 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号 株式会社三水コンサルタント京都事務所 三村　仁志 京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８－７ 府内 建築士事務所登録

20955 株式会社三水コンサルタント 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号 株式会社三水コンサルタント京都事務所 三村　仁志 京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８－７ 府内 河川・砂防・海岸

20955 株式会社三水コンサルタント 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号 株式会社三水コンサルタント京都事務所 三村　仁志 京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８－７ 府内 上水道・工業用水道

20955 株式会社三水コンサルタント 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号 株式会社三水コンサルタント京都事務所 三村　仁志 京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８－７ 府内 下水道

20955 株式会社三水コンサルタント 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号 株式会社三水コンサルタント京都事務所 三村　仁志 京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８－７ 府内 廃棄物

20955 株式会社三水コンサルタント 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号 株式会社三水コンサルタント京都事務所 三村　仁志 京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８－７ 府内 土質・基礎

20955 株式会社三水コンサルタント 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号 株式会社三水コンサルタント京都事務所 三村　仁志 京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８－７ 府内 建設環境

20955 株式会社三水コンサルタント 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号 株式会社三水コンサルタント京都事務所 三村　仁志 京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８－７ 府内 機械

20955 株式会社三水コンサルタント 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号 株式会社三水コンサルタント京都事務所 三村　仁志 京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８－７ 府内 電気・電子

20955 株式会社三水コンサルタント 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号 株式会社三水コンサルタント京都事務所 三村　仁志 京都市南区上鳥羽北中ノ坪町８－７ 府内 地質調査業務

21280 株式会社サンテック 上田　數義 大阪府枚方市南中振一丁目１番２８号 株式会社サンテック京都営業所 牛田　悦郎 京都府宇治市神明石塚３２－５ 府内 測量一般

21280 株式会社サンテック 上田　數義 大阪府枚方市南中振一丁目１番２８号 株式会社サンテック京都営業所 牛田　悦郎 京都府宇治市神明石塚３２－５ 府内 河川・砂防・海岸

21280 株式会社サンテック 上田　數義 大阪府枚方市南中振一丁目１番２８号 株式会社サンテック京都営業所 牛田　悦郎 京都府宇治市神明石塚３２－５ 府内 道　　路

21280 株式会社サンテック 上田　數義 大阪府枚方市南中振一丁目１番２８号 株式会社サンテック京都営業所 牛田　悦郎 京都府宇治市神明石塚３２－５ 府内 上水道・工業用水道

21280 株式会社サンテック 上田　數義 大阪府枚方市南中振一丁目１番２８号 株式会社サンテック京都営業所 牛田　悦郎 京都府宇治市神明石塚３２－５ 府内 下水道

21280 株式会社サンテック 上田　數義 大阪府枚方市南中振一丁目１番２８号 株式会社サンテック京都営業所 牛田　悦郎 京都府宇治市神明石塚３２－５ 府内 土質・基礎

21280 株式会社サンテック 上田　數義 大阪府枚方市南中振一丁目１番２８号 株式会社サンテック京都営業所 牛田　悦郎 京都府宇治市神明石塚３２－５ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20904 株式会社三和綜合コンサル 今井　信宏 大阪市旭区清水１丁目５番２１号 株式会社三和綜合コンサル京都支店 河脇　敏行 京都市山科区東野中井ノ上町１番２５－５０６号 府内 土地調査

20904 株式会社三和綜合コンサル 今井　信宏 大阪市旭区清水１丁目５番２１号 株式会社三和綜合コンサル京都支店 河脇　敏行 京都市山科区東野中井ノ上町１番２５－５０６号 府内 土地評価

20904 株式会社三和綜合コンサル 今井　信宏 大阪市旭区清水１丁目５番２１号 株式会社三和綜合コンサル京都支店 河脇　敏行 京都市山科区東野中井ノ上町１番２５－５０６号 府内 物　　件

20904 株式会社三和綜合コンサル 今井　信宏 大阪市旭区清水１丁目５番２１号 株式会社三和綜合コンサル京都支店 河脇　敏行 京都市山科区東野中井ノ上町１番２５－５０６号 府内 機械工作物

20904 株式会社三和綜合コンサル 今井　信宏 大阪市旭区清水１丁目５番２１号 株式会社三和綜合コンサル京都支店 河脇　敏行 京都市山科区東野中井ノ上町１番２５－５０６号 府内 営業補償・特殊補償

20904 株式会社三和綜合コンサル 今井　信宏 大阪市旭区清水１丁目５番２１号 株式会社三和綜合コンサル京都支店 河脇　敏行 京都市山科区東野中井ノ上町１番２５－５０６号 府内 事業損失

20904 株式会社三和綜合コンサル 今井　信宏 大阪市旭区清水１丁目５番２１号 株式会社三和綜合コンサル京都支店 河脇　敏行 京都市山科区東野中井ノ上町１番２５－５０６号 府内 補償関連

20904 株式会社三和綜合コンサル 今井　信宏 大阪市旭区清水１丁目５番２１号 株式会社三和綜合コンサル京都支店 河脇　敏行 京都市山科区東野中井ノ上町１番２５－５０６号 府内 総合補償

22280 株式会社ＣＴＩウイング 山根　伸之 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号 府外 河川・砂防・海岸

22280 株式会社ＣＴＩウイング 山根　伸之 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号 府外 道　　路

22280 株式会社ＣＴＩウイング 山根　伸之 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

22280 株式会社ＣＴＩウイング 山根　伸之 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号 府外 施工計画施工設備積算

22280 株式会社ＣＴＩウイング 山根　伸之 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号 府外 建設環境

22482 株式会社シアターワークショップ 伊東　正示 東京都渋谷区神宮前六丁目２３番３号 府外 建築士事務所登録

10095 一般社団法人システム科学研究所 丹下　真啓 京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２８番地 府内 道　　路

10095 一般社団法人システム科学研究所 丹下　真啓 京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２８番地 府内 都市計画・地方計画

21361 株式会社施設工学研究所 吉住　則明 大阪市北区万歳町４番１２号 府外 建築士事務所登録

20914 株式会社渋谷測量設計 渋谷  幸雄 京都府亀岡市西つつじヶ丘五月台２－４０－７ 府内 測量一般

22700 株式会社四門 寶土　大亮 東京都千代田区三崎町２－４－１ 株式会社四門奈良支店 鈴木　敏則 奈良県奈良市油阪町１１－４ 府外 土地調査

22700 株式会社四門 寶土　大亮 東京都千代田区三崎町２－４－１ 株式会社四門奈良支店 鈴木　敏則 奈良県奈良市油阪町１１－４ 府外 土地評価

22700 株式会社四門 寶土　大亮 東京都千代田区三崎町２－４－１ 株式会社四門奈良支店 鈴木　敏則 奈良県奈良市油阪町１１－４ 府外 物　　件

22700 株式会社四門 寶土　大亮 東京都千代田区三崎町２－４－１ 株式会社四門奈良支店 鈴木　敏則 奈良県奈良市油阪町１１－４ 府外 機械工作物

22700 株式会社四門 寶土　大亮 東京都千代田区三崎町２－４－１ 株式会社四門奈良支店 鈴木　敏則 奈良県奈良市油阪町１１－４ 府外 営業補償・特殊補償

22700 株式会社四門 寶土　大亮 東京都千代田区三崎町２－４－１ 株式会社四門奈良支店 鈴木　敏則 奈良県奈良市油阪町１１－４ 府外 事業損失

22700 株式会社四門 寶土　大亮 東京都千代田区三崎町２－４－１ 株式会社四門奈良支店 鈴木　敏則 奈良県奈良市油阪町１１－４ 府外 補償関連

22700 株式会社四門 寶土　大亮 東京都千代田区三崎町２－４－１ 株式会社四門奈良支店 鈴木　敏則 奈良県奈良市油阪町１１－４ 府外 総合補償

20919 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 写測エンジニアリング株式会社京都営業所 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１ 府内 測量一般

20919 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 写測エンジニアリング株式会社京都営業所 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１ 府内 地図の調整

20919 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 写測エンジニアリング株式会社京都営業所 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１ 府内 航空測量

20919 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 写測エンジニアリング株式会社京都営業所 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１ 府内 河川・砂防・海岸

20919 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 写測エンジニアリング株式会社京都営業所 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１ 府内 道　　路

20919 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 写測エンジニアリング株式会社京都営業所 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１ 府内 下水道

20919 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 写測エンジニアリング株式会社京都営業所 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１ 府内 造　　園

20919 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 写測エンジニアリング株式会社京都営業所 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１ 府内 都市計画・地方計画

20919 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 写測エンジニアリング株式会社京都営業所 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20919 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 写測エンジニアリング株式会社京都営業所 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１ 府内 土地調査

20919 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 写測エンジニアリング株式会社京都営業所 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１ 府内 物　　件

20919 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 写測エンジニアリング株式会社京都営業所 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１ 府内 機械工作物

20919 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 写測エンジニアリング株式会社京都営業所 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１ 府内 営業補償・特殊補償

20919 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 大阪市天王寺区上本町三丁目２番１５号 写測エンジニアリング株式会社京都営業所 大丸　洋一 京都府京都市伏見区瀬戸物町７３２－３０１ 府内 事業損失



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

2480 株式会社修成建設コンサルタント 田邊　広志 大阪府大阪市北区野崎町７番８号 株式会社修成建設コンサルタント京都事務所 東　浩平 京都市上京区室町新町之間今出川下ル今図子町３７５－１ 府内 測量一般

2480 株式会社修成建設コンサルタント 田邊　広志 大阪府大阪市北区野崎町７番８号 株式会社修成建設コンサルタント京都事務所 東　浩平 京都市上京区室町新町之間今出川下ル今図子町３７５－１ 府内 建築士事務所登録

2480 株式会社修成建設コンサルタント 田邊　広志 大阪府大阪市北区野崎町７番８号 株式会社修成建設コンサルタント京都事務所 東　浩平 京都市上京区室町新町之間今出川下ル今図子町３７５－１ 府内 河川・砂防・海岸

2480 株式会社修成建設コンサルタント 田邊　広志 大阪府大阪市北区野崎町７番８号 株式会社修成建設コンサルタント京都事務所 東　浩平 京都市上京区室町新町之間今出川下ル今図子町３７５－１ 府内 港湾・空港

2480 株式会社修成建設コンサルタント 田邊　広志 大阪府大阪市北区野崎町７番８号 株式会社修成建設コンサルタント京都事務所 東　浩平 京都市上京区室町新町之間今出川下ル今図子町３７５－１ 府内 道　　路

2480 株式会社修成建設コンサルタント 田邊　広志 大阪府大阪市北区野崎町７番８号 株式会社修成建設コンサルタント京都事務所 東　浩平 京都市上京区室町新町之間今出川下ル今図子町３７５－１ 府内 造　　園

2480 株式会社修成建設コンサルタント 田邊　広志 大阪府大阪市北区野崎町７番８号 株式会社修成建設コンサルタント京都事務所 東　浩平 京都市上京区室町新町之間今出川下ル今図子町３７５－１ 府内 都市計画・地方計画

2480 株式会社修成建設コンサルタント 田邊　広志 大阪府大阪市北区野崎町７番８号 株式会社修成建設コンサルタント京都事務所 東　浩平 京都市上京区室町新町之間今出川下ル今図子町３７５－１ 府内 土質・基礎

2480 株式会社修成建設コンサルタント 田邊　広志 大阪府大阪市北区野崎町７番８号 株式会社修成建設コンサルタント京都事務所 東　浩平 京都市上京区室町新町之間今出川下ル今図子町３７５－１ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

2480 株式会社修成建設コンサルタント 田邊　広志 大阪府大阪市北区野崎町７番８号 株式会社修成建設コンサルタント京都事務所 東　浩平 京都市上京区室町新町之間今出川下ル今図子町３７５－１ 府内 施工計画施工設備積算

2480 株式会社修成建設コンサルタント 田邊　広志 大阪府大阪市北区野崎町７番８号 株式会社修成建設コンサルタント京都事務所 東　浩平 京都市上京区室町新町之間今出川下ル今図子町３７５－１ 府内 建設環境

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 測量一般

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 地図の調整

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 航空測量

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 建築士事務所登録

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 道　　路

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 下水道

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 農業土木

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 造　　園

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 都市計画・地方計画

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 土質・基礎

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 建設環境

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 土地調査

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 物　　件

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 機械工作物

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 営業補償・特殊補償

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 事業損失

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 補償関連

3728 昭和株式会社 本島　哲也 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社京都営業所 熊木　敏之 京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町６３３番地 府内 総合補償

20845 株式会社昭和設計 千種　幹雄 大阪市北区豊崎四丁目１２番１０号 府外 測量一般

20845 株式会社昭和設計 千種　幹雄 大阪市北区豊崎四丁目１２番１０号 府外 建築士事務所登録

20845 株式会社昭和設計 千種　幹雄 大阪市北区豊崎四丁目１２番１０号 府外 上水道・工業用水道

20845 株式会社昭和設計 千種　幹雄 大阪市北区豊崎四丁目１２番１０号 府外 下水道

20845 株式会社昭和設計 千種　幹雄 大阪市北区豊崎四丁目１２番１０号 府外 都市計画・地方計画

20845 株式会社昭和設計 千種　幹雄 大阪市北区豊崎四丁目１２番１０号 府外 土質・基礎

21961 株式会社昭和設計コンサルタント 松永　昇次 大阪市北区東天満２丁目９番４号 府外 測量一般

21961 株式会社昭和設計コンサルタント 松永　昇次 大阪市北区東天満２丁目９番４号 府外 下水道

21017 株式会社信栄補償設計 田中　英世 大阪市中央区内本町一丁目２番１４号 株式会社信栄補償設計京都営業所 齋藤　晃 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町１４番地１ 府内 物　　件

21017 株式会社信栄補償設計 田中　英世 大阪市中央区内本町一丁目２番１４号 株式会社信栄補償設計京都営業所 齋藤　晃 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町１４番地１ 府内 機械工作物

21017 株式会社信栄補償設計 田中　英世 大阪市中央区内本町一丁目２番１４号 株式会社信栄補償設計京都営業所 齋藤　晃 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町１４番地１ 府内 営業補償・特殊補償

21017 株式会社信栄補償設計 田中　英世 大阪市中央区内本町一丁目２番１４号 株式会社信栄補償設計京都営業所 齋藤　晃 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町１４番地１ 府内 事業損失

21017 株式会社信栄補償設計 田中　英世 大阪市中央区内本町一丁目２番１４号 株式会社信栄補償設計京都営業所 齋藤　晃 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町１４番地１ 府内 補償関連

21017 株式会社信栄補償設計 田中　英世 大阪市中央区内本町一丁目２番１４号 株式会社信栄補償設計京都営業所 齋藤　晃 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町１４番地１ 府内 総合補償

20861 株式会社新大阪設計事務所 浅田  昌孝 大阪市住吉区長居東四丁目２番６号 府外 測量一般

20861 株式会社新大阪設計事務所 浅田  昌孝 大阪市住吉区長居東四丁目２番６号 府外 地図の調整

20861 株式会社新大阪設計事務所 浅田  昌孝 大阪市住吉区長居東四丁目２番６号 府外 建築士事務所登録

22324 新建築設計事業協同組合 出崎　裕三 大阪府大阪市中央区内平野町一丁目１番６－８０５号 府外 建築士事務所登録

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 測量一般

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 地図の調整

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 航空測量

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 建築士事務所登録

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 河川・砂防・海岸

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 道　　路

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 上水道・工業用水道

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 下水道

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 都市計画・地方計画

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ
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20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 施工計画施工設備積算

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 建設環境

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 地質調査業務

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 土地調査

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 物　　件

20900 株式会社新洲 宮島　和彦 滋賀県栗東市安養寺一丁目１番２４号 株式会社新洲京都営業所 馬場　稔 京都市山科区大宅御所田町１００－６ 府内 営業補償・特殊補償

22478 新都市設計株式会社 野藤　修三 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 新都市設計株式会社京都事務所 野藤　和美 京都市中京区麩屋町通四条上る桝屋町５１４ 府内 測量一般

22478 新都市設計株式会社 野藤　修三 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 新都市設計株式会社京都事務所 野藤　和美 京都市中京区麩屋町通四条上る桝屋町５１４ 府内 地図の調整

22478 新都市設計株式会社 野藤　修三 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 新都市設計株式会社京都事務所 野藤　和美 京都市中京区麩屋町通四条上る桝屋町５１４ 府内 航空測量

22478 新都市設計株式会社 野藤　修三 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 新都市設計株式会社京都事務所 野藤　和美 京都市中京区麩屋町通四条上る桝屋町５１４ 府内 上水道・工業用水道

22478 新都市設計株式会社 野藤　修三 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 新都市設計株式会社京都事務所 野藤　和美 京都市中京区麩屋町通四条上る桝屋町５１４ 府内 下水道

22478 新都市設計株式会社 野藤　修三 埼玉県所沢市星の宮二丁目１番３３号 新都市設計株式会社京都事務所 野藤　和美 京都市中京区麩屋町通四条上る桝屋町５１４ 府内 土地調査

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 測量一般

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 地図の調整

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 河川・砂防・海岸

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 道　　路

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 上水道・工業用水道

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 下水道

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 農業土木

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 造　　園

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 都市計画・地方計画

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 土質・基礎

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 トンネル

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 建設環境

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 土地調査

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 物　　件

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 機械工作物

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 営業補償・特殊補償

21768 株式会社新日本コンサルタント 市森　友明 富山市奥田新町１番２３号 株式会社新日本コンサルタント大阪支店 大西　克明 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０番１２号 府外 事業損失

1734 株式会社ジイケイ設計 須田　武憲 東京都豊島区高田三丁目３７番１０号 株式会社ジイケイ設計関西事務所 門脇　宏治 京都市上京区相国寺東門前町６５７ 府内 建築士事務所登録

1734 株式会社ジイケイ設計 須田　武憲 東京都豊島区高田三丁目３７番１０号 株式会社ジイケイ設計関西事務所 門脇　宏治 京都市上京区相国寺東門前町６５７ 府内 道　　路

1734 株式会社ジイケイ設計 須田　武憲 東京都豊島区高田三丁目３７番１０号 株式会社ジイケイ設計関西事務所 門脇　宏治 京都市上京区相国寺東門前町６５７ 府内 都市計画・地方計画

1734 株式会社ジイケイ設計 須田　武憲 東京都豊島区高田三丁目３７番１０号 株式会社ジイケイ設計関西事務所 門脇　宏治 京都市上京区相国寺東門前町６５７ 府内 建設環境

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 測量一般

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 地図の調整

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 航空測量

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 建築士事務所登録

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 道　　路

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 鉄　　道

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 上水道・工業用水道

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 下水道

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 都市計画・地方計画

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 土質・基礎

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 トンネル

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 施工計画施工設備積算

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 建設環境

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 電気・電子

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 地質調査業務

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 土地調査

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 物　　件

1004 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥　弘明 大阪市淀川区西中島５－４－２０ 府外 機械工作物

22744 株式会社ＪＭ 大竹　弘孝 東京都千代田区二番町３番地 府外 建築士事務所登録

22091 ジオ・サーチ株式会社 雑賀　正嗣 東京都大田区西蒲田７丁目３７番１０号 府外 道　　路

22091 ジオ・サーチ株式会社 雑賀　正嗣 東京都大田区西蒲田７丁目３７番１０号 府外 土質・基礎

22091 ジオ・サーチ株式会社 雑賀　正嗣 東京都大田区西蒲田７丁目３７番１０号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

21566 株式会社ＧＥＯソリューションズ 藤井　達司 兵庫県西宮市和上町１番３１号 府外 測量一般

21566 株式会社ＧＥＯソリューションズ 藤井　達司 兵庫県西宮市和上町１番３１号 府外 地図の調整

21566 株式会社ＧＥＯソリューションズ 藤井　達司 兵庫県西宮市和上町１番３１号 府外 航空測量

22713 ジオテクニカル株式会社 小松　一也 大阪府松原市田井城４－８－３ 府外 測量一般

22713 ジオテクニカル株式会社 小松　一也 大阪府松原市田井城４－８－３ 府外 地図の調整

22713 ジオテクニカル株式会社 小松　一也 大阪府松原市田井城４－８－３ 府外 航空測量

95 株式会社ジャパックス 大塚　光二 兵庫県神戸市東灘区本山中町四丁目２番３号 株式会社ジャパックス中丹営業所 濵　正彦 京都府綾部市新宮町６－１ 府内 測量一般

95 株式会社ジャパックス 大塚　光二 兵庫県神戸市東灘区本山中町四丁目２番３号 株式会社ジャパックス中丹営業所 濵　正彦 京都府綾部市新宮町６－１ 府内 地図の調整

95 株式会社ジャパックス 大塚　光二 兵庫県神戸市東灘区本山中町四丁目２番３号 株式会社ジャパックス中丹営業所 濵　正彦 京都府綾部市新宮町６－１ 府内 航空測量

95 株式会社ジャパックス 大塚　光二 兵庫県神戸市東灘区本山中町四丁目２番３号 株式会社ジャパックス中丹営業所 濵　正彦 京都府綾部市新宮町６－１ 府内 河川・砂防・海岸

95 株式会社ジャパックス 大塚　光二 兵庫県神戸市東灘区本山中町四丁目２番３号 株式会社ジャパックス中丹営業所 濵　正彦 京都府綾部市新宮町６－１ 府内 道　　路

95 株式会社ジャパックス 大塚　光二 兵庫県神戸市東灘区本山中町四丁目２番３号 株式会社ジャパックス中丹営業所 濵　正彦 京都府綾部市新宮町６－１ 府内 上水道・工業用水道

95 株式会社ジャパックス 大塚　光二 兵庫県神戸市東灘区本山中町四丁目２番３号 株式会社ジャパックス中丹営業所 濵　正彦 京都府綾部市新宮町６－１ 府内 下水道

95 株式会社ジャパックス 大塚　光二 兵庫県神戸市東灘区本山中町四丁目２番３号 株式会社ジャパックス中丹営業所 濵　正彦 京都府綾部市新宮町６－１ 府内 土質・基礎

95 株式会社ジャパックス 大塚　光二 兵庫県神戸市東灘区本山中町四丁目２番３号 株式会社ジャパックス中丹営業所 濵　正彦 京都府綾部市新宮町６－１ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

95 株式会社ジャパックス 大塚　光二 兵庫県神戸市東灘区本山中町四丁目２番３号 株式会社ジャパックス中丹営業所 濵　正彦 京都府綾部市新宮町６－１ 府内 トンネル

95 株式会社ジャパックス 大塚　光二 兵庫県神戸市東灘区本山中町四丁目２番３号 株式会社ジャパックス中丹営業所 濵　正彦 京都府綾部市新宮町６－１ 府内 施工計画施工設備積算

20989 株式会社住建設計 若野　豪宏 京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町５７９－１ 府内 建築士事務所登録

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 測量一般

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 地図の調整

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 航空測量

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 河川・砂防・海岸

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 道　　路

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 下水道

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 農業土木

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 都市計画・地方計画

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 土質・基礎

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 土地調査

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 土地評価

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 物　　件

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 機械工作物

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 営業補償・特殊補償

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 事業損失

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 補償関連

20874 株式会社上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６番地の１ 株式会社上智京都支店 神島　和也 亀岡市千代川町高野林北ン田１番地１３ 府内 総合補償

20756 株式会社杉原設計事務所 山﨑　修一 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 株式会社杉原設計事務所大阪事務所 村上　哲生 大阪市淀川区西中島３丁目８番１４号 府外 建築士事務所登録

20756 株式会社杉原設計事務所 山﨑　修一 東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号 株式会社杉原設計事務所大阪事務所 村上　哲生 大阪市淀川区西中島３丁目８番１４号 府外 都市計画・地方計画

20773 株式会社スペースビジョン研究所 德勢　貴彦 大阪市中央区大手前一丁目７番３１号 府外 造　　園

20773 株式会社スペースビジョン研究所 德勢　貴彦 大阪市中央区大手前一丁目７番３１号 府外 都市計画・地方計画

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 測量一般

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 地図の調整

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 航空測量

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 建築士事務所登録

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 河川・砂防・海岸

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 道　　路

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 上水道・工業用水道

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 下水道

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 農業土木

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 都市計画・地方計画

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 地　　質

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 土質・基礎

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 トンネル

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 施工計画施工設備積算

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 建設環境

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 地質調査業務

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 土地調査



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20818 正和設計株式会社 田中　英幸 滋賀県大津市打出浜３－７ 正和設計株式会社南丹営業所 田中　伸明 南丹市園部町千妻東前２０番地 府内 物　　件

22079 積水化学工業株式会社 加藤　敬太 大阪府大阪市北区西天満二丁目４番４号 積水化学工業株式会社環境・ライフラインカンパニー西日本支店山口　淳一 大阪市北区西天満二丁目４番４号 府外 下水道

22079 積水化学工業株式会社 加藤　敬太 大阪府大阪市北区西天満二丁目４番４号 積水化学工業株式会社環境・ライフラインカンパニー西日本支店山口　淳一 大阪市北区西天満二丁目４番４号 府外 農業土木

21440 株式会社設計京北 野村　武 京都市右京区京北周山町泓２１－２番地 府内 測量一般

21440 株式会社設計京北 野村　武 京都市右京区京北周山町泓２１－２番地 府内 森林土木

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 測量一般

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 河川・砂防・海岸

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 港湾・空港

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 道　　路

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 上水道・工業用水道

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 下水道

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 造　　園

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 都市計画・地方計画

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 地　　質

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 土質・基礎

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 トンネル

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 施工計画施工設備積算

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 建設環境

1065 セントラルコンサルタント株式会社 木原　一行 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社京都営業所 山中　宏之 京都府京都市南区西九条蔵王町５３番地 府内 地質調査業務

20979 株式会社ゼネス 吉川  隆信 宇治市広野町西裏２８－３ 府内 測量一般

20979 株式会社ゼネス 吉川  隆信 宇治市広野町西裏２８－３ 府内 地図の調整

20979 株式会社ゼネス 吉川  隆信 宇治市広野町西裏２８－３ 府内 施工計画施工設備積算

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 測量一般

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 地図の調整

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 航空測量

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 建築士事務所登録

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 河川・砂防・海岸

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 道　　路

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 鉄　　道

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 上水道・工業用水道

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 下水道

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 都市計画・地方計画

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 土質・基礎

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 トンネル

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 施工計画施工設備積算

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 電気・電子

20700 全日本コンサルタント株式会社 濱元　博之 大阪市浪速区湊町１－４－３８ 全日本コンサルタント株式会社京都営業所 峰田　純成 京都市南区西九条森本町７７－３０８ 府内 地質調査業務

21023 株式会社ゼンリン 髙山　善司 福岡県北九州市小倉北区室町一丁目１番１号 株式会社ゼンリン関西支社 岩崎　登 大阪市西区川口３－３－９ 府外 測量一般

21023 株式会社ゼンリン 髙山　善司 福岡県北九州市小倉北区室町一丁目１番１号 株式会社ゼンリン関西支社 岩崎　登 大阪市西区川口３－３－９ 府外 地図の調整

20880 株式会社ソーゴーギケン 門河　良典 京都府宮津市字須津１６７６－１ 府内 測量一般

20880 株式会社ソーゴーギケン 門河　良典 京都府宮津市字須津１６７６－１ 府内 地図の調整

20880 株式会社ソーゴーギケン 門河　良典 京都府宮津市字須津１６７６－１ 府内 航空測量

20880 株式会社ソーゴーギケン 門河　良典 京都府宮津市字須津１６７６－１ 府内 道　　路

20880 株式会社ソーゴーギケン 門河　良典 京都府宮津市字須津１６７６－１ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20880 株式会社ソーゴーギケン 門河　良典 京都府宮津市字須津１６７６－１ 府内 地質調査業務

1014 株式会社総合環境計画 横山　隆二郎 東京都江東区牡丹１丁目１４番１号 株式会社総合環境計画京都事務所 赤井　裕 京都府京都市伏見区京町５丁目９４番地 府内 測量一般

1014 株式会社総合環境計画 横山　隆二郎 東京都江東区牡丹１丁目１４番１号 株式会社総合環境計画京都事務所 赤井　裕 京都府京都市伏見区京町５丁目９４番地 府内 都市計画・地方計画

1014 株式会社総合環境計画 横山　隆二郎 東京都江東区牡丹１丁目１４番１号 株式会社総合環境計画京都事務所 赤井　裕 京都府京都市伏見区京町５丁目９４番地 府内 建設環境

20926 株式会社綜合技術コンサルタント 井之口　共雄 東京都江東区亀戸７－６－４ 株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 宋　華文 大阪市東淀川区東中島三丁目５番９号 府外 測量一般

20926 株式会社綜合技術コンサルタント 井之口　共雄 東京都江東区亀戸７－６－４ 株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 宋　華文 大阪市東淀川区東中島三丁目５番９号 府外 河川・砂防・海岸

20926 株式会社綜合技術コンサルタント 井之口　共雄 東京都江東区亀戸７－６－４ 株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 宋　華文 大阪市東淀川区東中島三丁目５番９号 府外 道　　路

20926 株式会社綜合技術コンサルタント 井之口　共雄 東京都江東区亀戸７－６－４ 株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 宋　華文 大阪市東淀川区東中島三丁目５番９号 府外 土質・基礎

20926 株式会社綜合技術コンサルタント 井之口　共雄 東京都江東区亀戸７－６－４ 株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 宋　華文 大阪市東淀川区東中島三丁目５番９号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20926 株式会社綜合技術コンサルタント 井之口　共雄 東京都江東区亀戸７－６－４ 株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 宋　華文 大阪市東淀川区東中島三丁目５番９号 府外 施工計画施工設備積算

20926 株式会社綜合技術コンサルタント 井之口　共雄 東京都江東区亀戸７－６－４ 株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 宋　華文 大阪市東淀川区東中島三丁目５番９号 府外 建設環境



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20926 株式会社綜合技術コンサルタント 井之口　共雄 東京都江東区亀戸７－６－４ 株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 宋　華文 大阪市東淀川区東中島三丁目５番９号 府外 地質調査業務

20910 株式会社総合計画機構 水上　貴之 大阪市中央区谷町２－２－２２ 府外 測量一般

20910 株式会社総合計画機構 水上　貴之 大阪市中央区谷町２－２－２２ 府外 地図の調整

20910 株式会社総合計画機構 水上　貴之 大阪市中央区谷町２－２－２２ 府外 建築士事務所登録

20910 株式会社総合計画機構 水上　貴之 大阪市中央区谷町２－２－２２ 府外 造　　園

20910 株式会社総合計画機構 水上　貴之 大阪市中央区谷町２－２－２２ 府外 都市計画・地方計画

21166 総合調査設計株式会社 笹井　浩 大阪府大阪市北区芝田一丁目１０番１０号 府外 建築士事務所登録

21166 総合調査設計株式会社 笹井　浩 大阪府大阪市北区芝田一丁目１０番１０号 府外 道　　路

21166 総合調査設計株式会社 笹井　浩 大阪府大阪市北区芝田一丁目１０番１０号 府外 造　　園

21166 総合調査設計株式会社 笹井　浩 大阪府大阪市北区芝田一丁目１０番１０号 府外 都市計画・地方計画

20814 株式会社相互設計事務所 花川  泰博 兵庫県三木市大村１１１４番地 株式会社相互設計事務所京都事務所 戸田　弘人 宇治市宇治池森２０－６－３Ａ 府内 測量一般

20814 株式会社相互設計事務所 花川  泰博 兵庫県三木市大村１１１４番地 株式会社相互設計事務所京都事務所 戸田　弘人 宇治市宇治池森２０－６－３Ａ 府内 地図の調整

20814 株式会社相互設計事務所 花川  泰博 兵庫県三木市大村１１１４番地 株式会社相互設計事務所京都事務所 戸田　弘人 宇治市宇治池森２０－６－３Ａ 府内 建築士事務所登録

20814 株式会社相互設計事務所 花川  泰博 兵庫県三木市大村１１１４番地 株式会社相互設計事務所京都事務所 戸田　弘人 宇治市宇治池森２０－６－３Ａ 府内 河川・砂防・海岸

20814 株式会社相互設計事務所 花川  泰博 兵庫県三木市大村１１１４番地 株式会社相互設計事務所京都事務所 戸田　弘人 宇治市宇治池森２０－６－３Ａ 府内 上水道・工業用水道

20814 株式会社相互設計事務所 花川  泰博 兵庫県三木市大村１１１４番地 株式会社相互設計事務所京都事務所 戸田　弘人 宇治市宇治池森２０－６－３Ａ 府内 下水道

21438 株式会社双星設計 中村　武嗣 大阪市北区豊崎二丁目７－５ 府外 建築士事務所登録

21641 株式会社相和技術研究所 平野　尚久 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 株式会社相和技術研究所大阪事務所 池本　正明 大阪市西区南堀江四丁目３番２７－１０８号 府外 建築士事務所登録

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 測量一般

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 地図の調整

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 航空測量

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 河川・砂防・海岸

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 道　　路

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 下水道

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 土質・基礎

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 地質調査業務

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 土地調査

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 土地評価

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 物　　件

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 機械工作物

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 営業補償・特殊補償

20775 太洋エンジニアリング株式会社 池上　博明 奈良市大宮町六丁目７番３号 太洋エンジニアリング株式会社京都営業所 島田　直哉 木津川市木津八ヶ坪３－２０ 府内 事業損失

21461 株式会社たかの建築事務所 鷹野　仁士 奈良県五條市本町１丁目７番１１号 株式会社たかの建築事務所京都支社 馳川　優子 木津川市相楽城西７１番地１ 府内 建築士事務所登録

21461 株式会社たかの建築事務所 鷹野　仁士 奈良県五條市本町１丁目７番１１号 株式会社たかの建築事務所京都支社 馳川　優子 木津川市相楽城西７１番地１ 府内 物　　件

21461 株式会社たかの建築事務所 鷹野　仁士 奈良県五條市本町１丁目７番１１号 株式会社たかの建築事務所京都支社 馳川　優子 木津川市相楽城西７１番地１ 府内 機械工作物

21461 株式会社たかの建築事務所 鷹野　仁士 奈良県五條市本町１丁目７番１１号 株式会社たかの建築事務所京都支社 馳川　優子 木津川市相楽城西７１番地１ 府内 営業補償・特殊補償

21461 株式会社たかの建築事務所 鷹野　仁士 奈良県五條市本町１丁目７番１１号 株式会社たかの建築事務所京都支社 馳川　優子 木津川市相楽城西７１番地１ 府内 事業損失

21461 株式会社たかの建築事務所 鷹野　仁士 奈良県五條市本町１丁目７番１１号 株式会社たかの建築事務所京都支社 馳川　優子 木津川市相楽城西７１番地１ 府内 補償関連

20850 宝測量設計株式会社 傳寶　義男 京都府木津川市相楽城下１４５－１ 府内 測量一般

20850 宝測量設計株式会社 傳寶　義男 京都府木津川市相楽城下１４５－１ 府内 地図の調整

20850 宝測量設計株式会社 傳寶　義男 京都府木津川市相楽城下１４５－１ 府内 航空測量

20850 宝測量設計株式会社 傳寶　義男 京都府木津川市相楽城下１４５－１ 府内 道　　路

20850 宝測量設計株式会社 傳寶　義男 京都府木津川市相楽城下１４５－１ 府内 施工計画施工設備積算

22279 株式会社タクサド 横野　浩一 京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町４３６番地 府内 物　　件

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 測量一般

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 地図の調整

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 航空測量

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 建築士事務所登録

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 河川・砂防・海岸

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 港湾・空港

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 道　　路

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 下水道

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 農業土木

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 廃棄物

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 造　　園

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 都市計画・地方計画



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 地　　質

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 土質・基礎

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 施工計画施工設備積算

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 建設環境

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 地質調査業務

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 土地調査

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 土地評価

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 物　　件

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 機械工作物

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 営業補償・特殊補償

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 事業損失

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 補償関連

20930 玉野総合コンサルタント株式会社 牧村　直樹 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 玉野総合コンサルタント株式会社京都事務所 西村　正勝 京都市下京区河原町通四条下ル二丁目富永町３３８番地 府内 総合補償

20031 株式会社丹青社 高橋　貴志 東京都港区港南一丁目２番７０号 株式会社丹青社関西支店 大岩　典文 大阪市北区大深町３番１号 府外 建築士事務所登録

22218 第一設計監理株式会社 谷口　徳次郎 滋賀県湖南市中央一丁目６番地 第一設計監理株式会社京都営業所 福永　茂門 京都府京都市北区紫竹上芝本町９３ 府内 測量一般

22218 第一設計監理株式会社 谷口　徳次郎 滋賀県湖南市中央一丁目６番地 第一設計監理株式会社京都営業所 福永　茂門 京都府京都市北区紫竹上芝本町９３ 府内 地図の調整

22218 第一設計監理株式会社 谷口　徳次郎 滋賀県湖南市中央一丁目６番地 第一設計監理株式会社京都営業所 福永　茂門 京都府京都市北区紫竹上芝本町９３ 府内 航空測量

22218 第一設計監理株式会社 谷口　徳次郎 滋賀県湖南市中央一丁目６番地 第一設計監理株式会社京都営業所 福永　茂門 京都府京都市北区紫竹上芝本町９３ 府内 河川・砂防・海岸

22218 第一設計監理株式会社 谷口　徳次郎 滋賀県湖南市中央一丁目６番地 第一設計監理株式会社京都営業所 福永　茂門 京都府京都市北区紫竹上芝本町９３ 府内 道　　路

22218 第一設計監理株式会社 谷口　徳次郎 滋賀県湖南市中央一丁目６番地 第一設計監理株式会社京都営業所 福永　茂門 京都府京都市北区紫竹上芝本町９３ 府内 下水道

22218 第一設計監理株式会社 谷口　徳次郎 滋賀県湖南市中央一丁目６番地 第一設計監理株式会社京都営業所 福永　茂門 京都府京都市北区紫竹上芝本町９３ 府内 都市計画・地方計画

22218 第一設計監理株式会社 谷口　徳次郎 滋賀県湖南市中央一丁目６番地 第一設計監理株式会社京都営業所 福永　茂門 京都府京都市北区紫竹上芝本町９３ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

22218 第一設計監理株式会社 谷口　徳次郎 滋賀県湖南市中央一丁目６番地 第一設計監理株式会社京都営業所 福永　茂門 京都府京都市北区紫竹上芝本町９３ 府内 トンネル

22218 第一設計監理株式会社 谷口　徳次郎 滋賀県湖南市中央一丁目６番地 第一設計監理株式会社京都営業所 福永　茂門 京都府京都市北区紫竹上芝本町９３ 府内 施工計画施工設備積算

22218 第一設計監理株式会社 谷口　徳次郎 滋賀県湖南市中央一丁目６番地 第一設計監理株式会社京都営業所 福永　茂門 京都府京都市北区紫竹上芝本町９３ 府内 電気・電子

22218 第一設計監理株式会社 谷口　徳次郎 滋賀県湖南市中央一丁目６番地 第一設計監理株式会社京都営業所 福永　茂門 京都府京都市北区紫竹上芝本町９３ 府内 地質調査業務

22218 第一設計監理株式会社 谷口　徳次郎 滋賀県湖南市中央一丁目６番地 第一設計監理株式会社京都営業所 福永　茂門 京都府京都市北区紫竹上芝本町９３ 府内 土地調査

20772 第一測量設計株式会社 土屋　滿祥 京都市右京区西京極薮開町１２番地 府内 測量一般

20772 第一測量設計株式会社 土屋　滿祥 京都市右京区西京極薮開町１２番地 府内 道　　路

20772 第一測量設計株式会社 土屋　滿祥 京都市右京区西京極薮開町１２番地 府内 上水道・工業用水道

20772 第一測量設計株式会社 土屋　滿祥 京都市右京区西京極薮開町１２番地 府内 下水道

20772 第一測量設計株式会社 土屋　滿祥 京都市右京区西京極薮開町１２番地 府内 土地調査

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 測量一般

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 地図の調整

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 航空測量

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 河川・砂防・海岸

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 港湾・空港

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 道　　路

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 鉄　　道

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 下水道

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 水産土木

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 造　　園

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 都市計画・地方計画

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 地　　質

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 土質・基礎

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 トンネル

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 施工計画施工設備積算

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 建設環境

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 機械

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 地質調査業務

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 土地調査

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 物　　件

20882 第一復建株式会社 藤山　勤 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１７番９号 第一復建株式会社京都事務所 小林　正典 京田辺市田辺沓脱５７番６ 府内 事業損失

20760 株式会社大建技術コンサルタンツ 福田　哲也 大阪市中央区南新町１丁目３番１０号 株式会社大建技術コンサルタンツ京都営業所 登玉　晃次 京都府八幡市内里東ノ口５－２ 府内 測量一般

20760 株式会社大建技術コンサルタンツ 福田　哲也 大阪市中央区南新町１丁目３番１０号 株式会社大建技術コンサルタンツ京都営業所 登玉　晃次 京都府八幡市内里東ノ口５－２ 府内 河川・砂防・海岸



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿
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20760 株式会社大建技術コンサルタンツ 福田　哲也 大阪市中央区南新町１丁目３番１０号 株式会社大建技術コンサルタンツ京都営業所 登玉　晃次 京都府八幡市内里東ノ口５－２ 府内 道　　路

20760 株式会社大建技術コンサルタンツ 福田　哲也 大阪市中央区南新町１丁目３番１０号 株式会社大建技術コンサルタンツ京都営業所 登玉　晃次 京都府八幡市内里東ノ口５－２ 府内 上水道・工業用水道

20760 株式会社大建技術コンサルタンツ 福田　哲也 大阪市中央区南新町１丁目３番１０号 株式会社大建技術コンサルタンツ京都営業所 登玉　晃次 京都府八幡市内里東ノ口５－２ 府内 下水道

20760 株式会社大建技術コンサルタンツ 福田　哲也 大阪市中央区南新町１丁目３番１０号 株式会社大建技術コンサルタンツ京都営業所 登玉　晃次 京都府八幡市内里東ノ口５－２ 府内 土質・基礎

20760 株式会社大建技術コンサルタンツ 福田　哲也 大阪市中央区南新町１丁目３番１０号 株式会社大建技術コンサルタンツ京都営業所 登玉　晃次 京都府八幡市内里東ノ口５－２ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20760 株式会社大建技術コンサルタンツ 福田　哲也 大阪市中央区南新町１丁目３番１０号 株式会社大建技術コンサルタンツ京都営業所 登玉　晃次 京都府八幡市内里東ノ口５－２ 府内 施工計画施工設備積算

20858 株式会社大建設計 平岡　省吉 大阪府大阪市西区京町堀一丁目１３－２０ 株式会社大建設計大阪事務所 前田　幸宏 大阪市西区京町堀一丁目１３－２０ 府外 建築士事務所登録

20858 株式会社大建設計 平岡　省吉 大阪府大阪市西区京町堀一丁目１３－２０ 株式会社大建設計大阪事務所 前田　幸宏 大阪市西区京町堀一丁目１３－２０ 府外 都市計画・地方計画

20858 株式会社大建設計 平岡　省吉 大阪府大阪市西区京町堀一丁目１３－２０ 株式会社大建設計大阪事務所 前田　幸宏 大阪市西区京町堀一丁目１３－２０ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

22642 大東建託株式会社 小林　克満 東京都港区港南２－１６－１ 府外 建築士事務所登録

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 測量一般

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 地図の調整

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 航空測量

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 河川・砂防・海岸

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 道　　路

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 下水道

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 農業土木

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 森林土木

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 造　　園

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 都市計画・地方計画

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 地　　質

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 土質・基礎

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 トンネル

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 施工計画施工設備積算

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 建設環境

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 地質調査業務

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 土地調査

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 物　　件

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 機械工作物

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 営業補償・特殊補償

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 事業損失

20819 大日コンサルタント株式会社 市橋　政浩 岐阜市薮田南三丁目１－２１ 大日コンサルタント株式会社大阪支社 飯田　哲也 大阪市淀川区西中島五丁目１２－８ 府外 補償関連

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 測量一般

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 地図の調整

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 航空測量

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 建築士事務所登録

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 河川・砂防・海岸

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 港湾・空港

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 道　　路

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 鉄　　道

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 下水道

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 農業土木

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 造　　園

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 都市計画・地方計画

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 地　　質

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 土質・基礎

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 トンネル

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 施工計画施工設備積算

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 建設環境

2199 大日本コンサルタント株式会社 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００番地 大日本コンサルタント株式会社京都営業所 梶原　興一 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６１番地 府内 地質調査業務

4333 大和不動産鑑定株式会社 波多江　裕之 大阪市西区西本町一丁目４番１号 大和不動産鑑定株式会社京都支社 小村　直之 京都市中京区御池通高倉西入高宮町２００番地 府内 建築士事務所登録

4333 大和不動産鑑定株式会社 波多江　裕之 大阪市西区西本町一丁目４番１号 大和不動産鑑定株式会社京都支社 小村　直之 京都市中京区御池通高倉西入高宮町２００番地 府内 建設環境

4333 大和不動産鑑定株式会社 波多江　裕之 大阪市西区西本町一丁目４番１号 大和不動産鑑定株式会社京都支社 小村　直之 京都市中京区御池通高倉西入高宮町２００番地 府内 土地評価

4328 大和リース株式会社 北　哲弥 大阪市中央区農人橋２丁目１番３６号 大和リース株式会社京都支店 大林　德丈 京都市伏見区竹田浄菩提院町３１６番地 府内 建築士事務所登録

353 株式会社地域計画建築研究所 中塚　一 京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町８２ 府内 建築士事務所登録



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

353 株式会社地域計画建築研究所 中塚　一 京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町８２ 府内 廃棄物

353 株式会社地域計画建築研究所 中塚　一 京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町８２ 府内 造　　園

353 株式会社地域計画建築研究所 中塚　一 京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町８２ 府内 都市計画・地方計画

22103 株式会社地域経済研究所 井上　浩一 大阪府大阪市中央区石町１－１－１ 府外 建築士事務所登録

22103 株式会社地域経済研究所 井上　浩一 大阪府大阪市中央区石町１－１－１ 府外 物　　件

20751 株式会社地域未来研究所 赤田　浩志 大阪市北区堂島一丁目５番１７号 株式会社地域未来研究所京都営業所 小野田　敦 京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２６ 府内 道　　路

20751 株式会社地域未来研究所 赤田　浩志 大阪市北区堂島一丁目５番１７号 株式会社地域未来研究所京都営業所 小野田　敦 京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２６ 府内 鉄　　道

20751 株式会社地域未来研究所 赤田　浩志 大阪市北区堂島一丁目５番１７号 株式会社地域未来研究所京都営業所 小野田　敦 京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２６ 府内 都市計画・地方計画

20708 株式会社地球号 中見  哲 大阪市中央区北浜東６番６号 府外 造　　園

20708 株式会社地球号 中見  哲 大阪市中央区北浜東６番６号 府外 都市計画・地方計画

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 測量一般

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 建築士事務所登録

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 河川・砂防・海岸

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 港湾・空港

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 電力土木

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 道　　路

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 下水道

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 農業土木

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 都市計画・地方計画

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 地　　質

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 土質・基礎

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 トンネル

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 建設環境

4414 中央開発株式会社 田中　誠 東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 中央開発株式会社京滋営業所 三嶋　信裕 京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町５９０番地１０ 府内 地質調査業務

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 測量一般

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 建築士事務所登録

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 河川・砂防・海岸

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 港湾・空港

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 道　　路

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 鉄　　道

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 上水道・工業用水道

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 下水道

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 農業土木

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 造　　園

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 都市計画・地方計画

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 地　　質

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 土質・基礎

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 トンネル

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 施工計画施工設備積算

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 建設環境

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 地質調査業務

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 土地調査

20951 中央コンサルタンツ株式会社 藤本　博史 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 木津　淳弥 大阪市中央区今橋４丁目１番１号 府外 物　　件

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 測量一般

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 地図の調整

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 航空測量

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 建築士事務所登録

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 河川・砂防・海岸

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 港湾・空港

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 道　　路

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 鉄　　道

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 下水道

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 造　　園

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 都市計画・地方計画

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 地　　質



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 土質・基礎

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 トンネル

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 施工計画施工設備積算

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 建設環境

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 電気・電子

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 地質調査業務

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 土地調査

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 物　　件

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 事業損失

4418 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚　卓也 大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 中央復建コンサルタンツ株式会社京都営業所 尾川　憲市 京都市中京区饅烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 府内 補償関連

4422 中外テクノス株式会社 福馬　聡之 広島市西区横川新町９－１２ 中外テクノス株式会社関西支社 永曽　将人 大阪市淀川区西中島７丁目１番５ 府外 測量一般

4422 中外テクノス株式会社 福馬　聡之 広島市西区横川新町９－１２ 中外テクノス株式会社関西支社 永曽　将人 大阪市淀川区西中島７丁目１番５ 府外 地図の調整

4422 中外テクノス株式会社 福馬　聡之 広島市西区横川新町９－１２ 中外テクノス株式会社関西支社 永曽　将人 大阪市淀川区西中島７丁目１番５ 府外 航空測量

4422 中外テクノス株式会社 福馬　聡之 広島市西区横川新町９－１２ 中外テクノス株式会社関西支社 永曽　将人 大阪市淀川区西中島７丁目１番５ 府外 廃棄物

4422 中外テクノス株式会社 福馬　聡之 広島市西区横川新町９－１２ 中外テクノス株式会社関西支社 永曽　将人 大阪市淀川区西中島７丁目１番５ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

4422 中外テクノス株式会社 福馬　聡之 広島市西区横川新町９－１２ 中外テクノス株式会社関西支社 永曽　将人 大阪市淀川区西中島７丁目１番５ 府外 建設環境

22175 株式会社長大テック 松本　成敦 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 株式会社長大テック大阪支店 岡村　達雄 大阪府大阪市西区靱本町二丁目３番２号 府外 測量一般

22175 株式会社長大テック 松本　成敦 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 株式会社長大テック大阪支店 岡村　達雄 大阪府大阪市西区靱本町二丁目３番２号 府外 道　　路

22175 株式会社長大テック 松本　成敦 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 株式会社長大テック大阪支店 岡村　達雄 大阪府大阪市西区靱本町二丁目３番２号 府外 下水道

22175 株式会社長大テック 松本　成敦 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 株式会社長大テック大阪支店 岡村　達雄 大阪府大阪市西区靱本町二丁目３番２号 府外 土質・基礎

22175 株式会社長大テック 松本　成敦 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 株式会社長大テック大阪支店 岡村　達雄 大阪府大阪市西区靱本町二丁目３番２号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 測量一般

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 建築士事務所登録

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 河川・砂防・海岸

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 港湾・空港

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 道　　路

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 下水道

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 都市計画・地方計画

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 地　　質

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 土質・基礎

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 トンネル

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 施工計画施工設備積算

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 建設環境

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 電気・電子

20841 株式会社長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 株式会社長大大阪支社 小川　二郎 大阪市西区新町二丁目２０番６号 府外 地質調査業務

22228 株式会社辻井建築設計事務所 辻井　将吾 大阪市淀川区宮原４丁目４－２－５１７ 府外 建築士事務所登録

21471 株式会社土屋総合設計 土屋　英仁 大阪府泉佐野市湊４丁目５番２２号 府外 建築士事務所登録

20892 株式会社ティーネットジャパン 木本　泰樹 香川県高松市成合町９３０番地１０ 株式会社ティーネットジャパン大阪支社 南　克之 大阪府大阪市中央区淡路町一丁目６番２号 府外 河川・砂防・海岸

20892 株式会社ティーネットジャパン 木本　泰樹 香川県高松市成合町９３０番地１０ 株式会社ティーネットジャパン大阪支社 南　克之 大阪府大阪市中央区淡路町一丁目６番２号 府外 港湾・空港

20892 株式会社ティーネットジャパン 木本　泰樹 香川県高松市成合町９３０番地１０ 株式会社ティーネットジャパン大阪支社 南　克之 大阪府大阪市中央区淡路町一丁目６番２号 府外 道　　路

20892 株式会社ティーネットジャパン 木本　泰樹 香川県高松市成合町９３０番地１０ 株式会社ティーネットジャパン大阪支社 南　克之 大阪府大阪市中央区淡路町一丁目６番２号 府外 鉄　　道

20892 株式会社ティーネットジャパン 木本　泰樹 香川県高松市成合町９３０番地１０ 株式会社ティーネットジャパン大阪支社 南　克之 大阪府大阪市中央区淡路町一丁目６番２号 府外 農業土木

20892 株式会社ティーネットジャパン 木本　泰樹 香川県高松市成合町９３０番地１０ 株式会社ティーネットジャパン大阪支社 南　克之 大阪府大阪市中央区淡路町一丁目６番２号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20892 株式会社ティーネットジャパン 木本　泰樹 香川県高松市成合町９３０番地１０ 株式会社ティーネットジャパン大阪支社 南　克之 大阪府大阪市中央区淡路町一丁目６番２号 府外 トンネル

20892 株式会社ティーネットジャパン 木本　泰樹 香川県高松市成合町９３０番地１０ 株式会社ティーネットジャパン大阪支社 南　克之 大阪府大阪市中央区淡路町一丁目６番２号 府外 施工計画施工設備積算

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 測量一般

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 地図の調整

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 航空測量

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 建築士事務所登録

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 河川・砂防・海岸

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 道　　路

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 鉄　　道

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 上水道・工業用水道

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 下水道

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 農業土木
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22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 森林土木

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 造　　園

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 都市計画・地方計画

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 地　　質

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 土質・基礎

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 トンネル

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 施工計画施工設備積算

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 建設環境

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 地質調査業務

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 土地調査

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 土地評価

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 物　　件

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 機械工作物

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 営業補償・特殊補償

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 事業損失

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 補償関連

22462 株式会社テイコク 中嶋　徹 岐阜市橋本町２－８ 株式会社テイコク大阪支店 田澤　義之 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１８－２７ 府外 総合補償

21010 帝人エコ・サイエンス株式会社 塚野　和夫 東京都港区三田三丁目３番８号 帝人エコ・サイエンス株式会社関西事業所 濵元　弘実 茨木市南目垣一丁目4番1号 府外 建設環境

21690 株式会社テクノス電子企画 椛澤　嘉彦 愛知県名古屋市中村区十王町５番２８号 株式会社テクノス電子企画滋賀営業所 栗本　敬以 滋賀県長浜市八幡東町２６６－１ 府外 電気・電子

22541 株式会社手島建築設計事務所 手島　誠 東京都港区芝１丁目１３番１６号 株式会社手島建築設計事務所大阪支社 龍　　喜 大阪市淀川区宮原５丁目１番１８号 府外 建築士事務所登録

22510 株式会社データ技研 武野　英紀 和歌山市有家７１番地６ 府外 測量一般

22510 株式会社データ技研 武野　英紀 和歌山市有家７１番地６ 府外 地図の調整

22510 株式会社データ技研 武野　英紀 和歌山市有家７１番地６ 府外 河川・砂防・海岸

22510 株式会社データ技研 武野　英紀 和歌山市有家７１番地６ 府外 港湾・空港

22510 株式会社データ技研 武野　英紀 和歌山市有家７１番地６ 府外 道　　路

22510 株式会社データ技研 武野　英紀 和歌山市有家７１番地６ 府外 地　　質

22510 株式会社データ技研 武野　英紀 和歌山市有家７１番地６ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

22510 株式会社データ技研 武野　英紀 和歌山市有家７１番地６ 府外 トンネル

22510 株式会社データ技研 武野　英紀 和歌山市有家７１番地６ 府外 地質調査業務

20898 株式会社トータルメディア開発研究所 山村　健一郎 東京都千代田区紀尾井町３－２３ 府外 建築士事務所登録

21000 株式会社トーニチコンサルタント 横井　輝明 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 株式会社トーニチコンサルタント西日本支社 木本　隆 大阪市北区万歳町３番２０号 府外 建築士事務所登録

21000 株式会社トーニチコンサルタント 横井　輝明 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 株式会社トーニチコンサルタント西日本支社 木本　隆 大阪市北区万歳町３番２０号 府外 道　　路

21000 株式会社トーニチコンサルタント 横井　輝明 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 株式会社トーニチコンサルタント西日本支社 木本　隆 大阪市北区万歳町３番２０号 府外 鉄　　道

21000 株式会社トーニチコンサルタント 横井　輝明 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 株式会社トーニチコンサルタント西日本支社 木本　隆 大阪市北区万歳町３番２０号 府外 下水道

21000 株式会社トーニチコンサルタント 横井　輝明 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 株式会社トーニチコンサルタント西日本支社 木本　隆 大阪市北区万歳町３番２０号 府外 都市計画・地方計画

21000 株式会社トーニチコンサルタント 横井　輝明 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 株式会社トーニチコンサルタント西日本支社 木本　隆 大阪市北区万歳町３番２０号 府外 土質・基礎

21000 株式会社トーニチコンサルタント 横井　輝明 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 株式会社トーニチコンサルタント西日本支社 木本　隆 大阪市北区万歳町３番２０号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21000 株式会社トーニチコンサルタント 横井　輝明 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 株式会社トーニチコンサルタント西日本支社 木本　隆 大阪市北区万歳町３番２０号 府外 トンネル

21000 株式会社トーニチコンサルタント 横井　輝明 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 株式会社トーニチコンサルタント西日本支社 木本　隆 大阪市北区万歳町３番２０号 府外 施工計画施工設備積算

21000 株式会社トーニチコンサルタント 横井　輝明 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 株式会社トーニチコンサルタント西日本支社 木本　隆 大阪市北区万歳町３番２０号 府外 建設環境

21000 株式会社トーニチコンサルタント 横井　輝明 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 株式会社トーニチコンサルタント西日本支社 木本　隆 大阪市北区万歳町３番２０号 府外 地質調査業務

20982 株式会社東亜設計 青野  聡 京丹後市峰山町長岡４００－５ 府内 建築士事務所登録

22747 東京システム特機株式会社 吉田　光男 東京都千代田区飯田橋４－５－１１ 府外 電気・電子

20834 株式会社東京ソイルリサーチ 辻本　勝彦 東京都目黒区東が丘２丁目１１－１６ 株式会社東京ソイルリサーチ関西支店 日野　浩之 大阪府吹田市垂水町三丁目２７－１０ 府外 建築士事務所登録

20834 株式会社東京ソイルリサーチ 辻本　勝彦 東京都目黒区東が丘２丁目１１－１６ 株式会社東京ソイルリサーチ関西支店 日野　浩之 大阪府吹田市垂水町三丁目２７－１０ 府外 河川・砂防・海岸

20834 株式会社東京ソイルリサーチ 辻本　勝彦 東京都目黒区東が丘２丁目１１－１６ 株式会社東京ソイルリサーチ関西支店 日野　浩之 大阪府吹田市垂水町三丁目２７－１０ 府外 道　　路

20834 株式会社東京ソイルリサーチ 辻本　勝彦 東京都目黒区東が丘２丁目１１－１６ 株式会社東京ソイルリサーチ関西支店 日野　浩之 大阪府吹田市垂水町三丁目２７－１０ 府外 地　　質

20834 株式会社東京ソイルリサーチ 辻本　勝彦 東京都目黒区東が丘２丁目１１－１６ 株式会社東京ソイルリサーチ関西支店 日野　浩之 大阪府吹田市垂水町三丁目２７－１０ 府外 土質・基礎

20834 株式会社東京ソイルリサーチ 辻本　勝彦 東京都目黒区東が丘２丁目１１－１６ 株式会社東京ソイルリサーチ関西支店 日野　浩之 大阪府吹田市垂水町三丁目２７－１０ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20834 株式会社東京ソイルリサーチ 辻本　勝彦 東京都目黒区東が丘２丁目１１－１６ 株式会社東京ソイルリサーチ関西支店 日野　浩之 大阪府吹田市垂水町三丁目２７－１０ 府外 地質調査業務

20707 株式会社東畑建築事務所 米井　寛 大阪市中央区高麗橋二丁目６番１０号 株式会社東畑建築事務所本社オフィス大阪 永田　久子 大阪市中央区高麗橋二丁目６番１０号 府外 建築士事務所登録

20707 株式会社東畑建築事務所 米井　寛 大阪市中央区高麗橋二丁目６番１０号 株式会社東畑建築事務所本社オフィス大阪 永田　久子 大阪市中央区高麗橋二丁目６番１０号 府外 都市計画・地方計画

22274 株式会社東峯技術コンサルタント 河野　隆章 大阪府大阪市浪速区幸町一丁目２番２１号 府外 下水道

22274 株式会社東峯技術コンサルタント 河野　隆章 大阪府大阪市浪速区幸町一丁目２番２１号 府外 機械

22274 株式会社東峯技術コンサルタント 河野　隆章 大阪府大阪市浪速区幸町一丁目２番２１号 府外 電気・電子

20719 東洋技研コンサルタント株式会社 宮下　典嗣 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目１４番１１号 東洋技研コンサルタント株式会社京都営業所 山本　晃廣 京都市左京区田中東春菜町１３ 府内 測量一般
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20719 東洋技研コンサルタント株式会社 宮下　典嗣 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目１４番１１号 東洋技研コンサルタント株式会社京都営業所 山本　晃廣 京都市左京区田中東春菜町１３ 府内 河川・砂防・海岸

20719 東洋技研コンサルタント株式会社 宮下　典嗣 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目１４番１１号 東洋技研コンサルタント株式会社京都営業所 山本　晃廣 京都市左京区田中東春菜町１３ 府内 道　　路

20719 東洋技研コンサルタント株式会社 宮下　典嗣 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目１４番１１号 東洋技研コンサルタント株式会社京都営業所 山本　晃廣 京都市左京区田中東春菜町１３ 府内 鉄　　道

20719 東洋技研コンサルタント株式会社 宮下　典嗣 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目１４番１１号 東洋技研コンサルタント株式会社京都営業所 山本　晃廣 京都市左京区田中東春菜町１３ 府内 都市計画・地方計画

20719 東洋技研コンサルタント株式会社 宮下　典嗣 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目１４番１１号 東洋技研コンサルタント株式会社京都営業所 山本　晃廣 京都市左京区田中東春菜町１３ 府内 土質・基礎

20719 東洋技研コンサルタント株式会社 宮下　典嗣 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目１４番１１号 東洋技研コンサルタント株式会社京都営業所 山本　晃廣 京都市左京区田中東春菜町１３ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20719 東洋技研コンサルタント株式会社 宮下　典嗣 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目１４番１１号 東洋技研コンサルタント株式会社京都営業所 山本　晃廣 京都市左京区田中東春菜町１３ 府内 トンネル

20719 東洋技研コンサルタント株式会社 宮下　典嗣 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目１４番１１号 東洋技研コンサルタント株式会社京都営業所 山本　晃廣 京都市左京区田中東春菜町１３ 府内 施工計画施工設備積算

20719 東洋技研コンサルタント株式会社 宮下　典嗣 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目１４番１１号 東洋技研コンサルタント株式会社京都営業所 山本　晃廣 京都市左京区田中東春菜町１３ 府内 建設環境

20719 東洋技研コンサルタント株式会社 宮下　典嗣 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目１４番１１号 東洋技研コンサルタント株式会社京都営業所 山本　晃廣 京都市左京区田中東春菜町１３ 府内 地質調査業務

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 測量一般

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 地図の調整

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 航空測量

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 建築士事務所登録

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 河川・砂防・海岸

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 電力土木

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 道　　路

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 上水道・工業用水道

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 下水道

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 廃棄物

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 造　　園

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 都市計画・地方計画

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 トンネル

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 建設環境

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 電気・電子

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 地質調査業務

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 土地調査

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 物　　件

21139 株式会社東洋設計 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 株式会社東洋設計福井支店 中村　信之 福井市和田２丁目１６２１番地 府外 営業補償・特殊補償

4707 東洋メンテナス株式会社 尾曲　浩明 大阪府東大阪市本庄西１丁目１０番２４号 府外 下水道

20764 株式会社東和テクノロジー 友田　啓二郎 広島市中区広瀬北町３番１１号 株式会社東和テクノロジー関西支店 福永　和弘 大阪市淀川区木川東二丁目４番１０号 府外 測量一般

20764 株式会社東和テクノロジー 友田　啓二郎 広島市中区広瀬北町３番１１号 株式会社東和テクノロジー関西支店 福永　和弘 大阪市淀川区木川東二丁目４番１０号 府外 建築士事務所登録

20764 株式会社東和テクノロジー 友田　啓二郎 広島市中区広瀬北町３番１１号 株式会社東和テクノロジー関西支店 福永　和弘 大阪市淀川区木川東二丁目４番１０号 府外 廃棄物

20764 株式会社東和テクノロジー 友田　啓二郎 広島市中区広瀬北町３番１１号 株式会社東和テクノロジー関西支店 福永　和弘 大阪市淀川区木川東二丁目４番１０号 府外 建設環境

21047 株式会社徳岡設計 徳岡　浩二 大阪市中央区本町橋５番１４号 府外 建築士事務所登録

21016 株式会社都市環境設計 中原　聡 大阪府大阪市浪速区恵美須西２－１４－３０ 府外 測量一般

21016 株式会社都市環境設計 中原　聡 大阪府大阪市浪速区恵美須西２－１４－３０ 府外 建築士事務所登録

22548 株式会社都市空間研究所 松山　茂 大阪市西区西本町１－９－１８ 府外 建築士事務所登録

22548 株式会社都市空間研究所 松山　茂 大阪市西区西本町１－９－１８ 府外 農業土木

22548 株式会社都市空間研究所 松山　茂 大阪市西区西本町１－９－１８ 府外 造　　園

22548 株式会社都市空間研究所 松山　茂 大阪市西区西本町１－９－１８ 府外 都市計画・地方計画

21449 株式会社都市景観設計 奥村　信一 大阪市中央区北浜１丁目１番２１号 府外 建築士事務所登録

21449 株式会社都市景観設計 奥村　信一 大阪市中央区北浜１丁目１番２１号 府外 造　　園

21449 株式会社都市景観設計 奥村　信一 大阪市中央区北浜１丁目１番２１号 府外 都市計画・地方計画

20739 株式会社トリ設備計画 西村　昭雄 大阪市中央区南船場２－７－１４ 府外 建築士事務所登録

22289 株式会社内外測技 上田　範久 京都市南区久世中久世町１丁目１４１番地 府内 測量一般

22289 株式会社内外測技 上田　範久 京都市南区久世中久世町１丁目１４１番地 府内 地図の調整

22289 株式会社内外測技 上田　範久 京都市南区久世中久世町１丁目１４１番地 府内 航空測量

22289 株式会社内外測技 上田　範久 京都市南区久世中久世町１丁目１４１番地 府内 河川・砂防・海岸

22289 株式会社内外測技 上田　範久 京都市南区久世中久世町１丁目１４１番地 府内 土質・基礎

22289 株式会社内外測技 上田　範久 京都市南区久世中久世町１丁目１４１番地 府内 土地調査

20777 株式会社内藤建築事務所 川本　雄三 京都市左京区田中大堰町１８２ 府内 建築士事務所登録

20728 株式会社中地コンサルタント 中地　恒元 京丹後市網野町浅茂川１８３６番地 府内 測量一般

20728 株式会社中地コンサルタント 中地　恒元 京丹後市網野町浅茂川１８３６番地 府内 地図の調整

20728 株式会社中地コンサルタント 中地　恒元 京丹後市網野町浅茂川１８３６番地 府内 航空測量

20728 株式会社中地コンサルタント 中地　恒元 京丹後市網野町浅茂川１８３６番地 府内 道　　路



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿
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20728 株式会社中地コンサルタント 中地　恒元 京丹後市網野町浅茂川１８３６番地 府内 都市計画・地方計画

20728 株式会社中地コンサルタント 中地　恒元 京丹後市網野町浅茂川１８３６番地 府内 土地調査

20728 株式会社中地コンサルタント 中地　恒元 京丹後市網野町浅茂川１８３６番地 府内 物　　件

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 測量一般

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 建築士事務所登録

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 河川・砂防・海岸

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 道　　路

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 鉄　　道

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 上水道・工業用水道

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 下水道

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 廃棄物

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 都市計画・地方計画

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 土質・基礎

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 トンネル

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 建設環境

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 電気・電子

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 地質調査業務

4458 中日本建設コンサルタント株式会社 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦一丁目８－６ 中日本建設コンサルタント株式会社京都事務所 田村　泰造 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６３ 府内 土地調査

20855 中日本航空株式会社 二神　一 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 中日本航空株式会社大阪支店 小野　修一 大阪府八尾市空港二丁目１２番地 府外 測量一般

20855 中日本航空株式会社 二神　一 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 中日本航空株式会社大阪支店 小野　修一 大阪府八尾市空港二丁目１２番地 府外 地図の調整

20855 中日本航空株式会社 二神　一 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 中日本航空株式会社大阪支店 小野　修一 大阪府八尾市空港二丁目１２番地 府外 航空測量

20855 中日本航空株式会社 二神　一 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 中日本航空株式会社大阪支店 小野　修一 大阪府八尾市空港二丁目１２番地 府外 河川・砂防・海岸

20855 中日本航空株式会社 二神　一 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 中日本航空株式会社大阪支店 小野　修一 大阪府八尾市空港二丁目１２番地 府外 港湾・空港

20855 中日本航空株式会社 二神　一 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 中日本航空株式会社大阪支店 小野　修一 大阪府八尾市空港二丁目１２番地 府外 道　　路

20855 中日本航空株式会社 二神　一 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２番地 中日本航空株式会社大阪支店 小野　修一 大阪府八尾市空港二丁目１２番地 府外 森林土木

20769 株式会社中村設計 豊田　和弘 京都府京都市下京区室町通松原下る元両替町２５４ 府内 建築士事務所登録

20920 株式会社中山綜合コンサルタント 中山　智支 和歌山市栄谷２４１ 府外 測量一般

20920 株式会社中山綜合コンサルタント 中山　智支 和歌山市栄谷２４１ 府外 河川・砂防・海岸

20920 株式会社中山綜合コンサルタント 中山　智支 和歌山市栄谷２４１ 府外 道　　路

20920 株式会社中山綜合コンサルタント 中山　智支 和歌山市栄谷２４１ 府外 下水道

20920 株式会社中山綜合コンサルタント 中山　智支 和歌山市栄谷２４１ 府外 農業土木

20846 株式会社浪速技研コンサルタント 青木  寛章 大阪府茨木市下穂積一丁目２－２９ 株式会社浪速技研コンサルタント京都北事務所 秋場　範之 京丹後市峰山町荒山１７９－３－２０５ 府内 河川・砂防・海岸

20846 株式会社浪速技研コンサルタント 青木  寛章 大阪府茨木市下穂積一丁目２－２９ 株式会社浪速技研コンサルタント京都北事務所 秋場　範之 京丹後市峰山町荒山１７９－３－２０５ 府内 道　　路

20846 株式会社浪速技研コンサルタント 青木  寛章 大阪府茨木市下穂積一丁目２－２９ 株式会社浪速技研コンサルタント京都北事務所 秋場　範之 京丹後市峰山町荒山１７９－３－２０５ 府内 上水道・工業用水道

20846 株式会社浪速技研コンサルタント 青木  寛章 大阪府茨木市下穂積一丁目２－２９ 株式会社浪速技研コンサルタント京都北事務所 秋場　範之 京丹後市峰山町荒山１７９－３－２０５ 府内 下水道

20846 株式会社浪速技研コンサルタント 青木  寛章 大阪府茨木市下穂積一丁目２－２９ 株式会社浪速技研コンサルタント京都北事務所 秋場　範之 京丹後市峰山町荒山１７９－３－２０５ 府内 造　　園

20846 株式会社浪速技研コンサルタント 青木  寛章 大阪府茨木市下穂積一丁目２－２９ 株式会社浪速技研コンサルタント京都北事務所 秋場　範之 京丹後市峰山町荒山１７９－３－２０５ 府内 地　　質

20846 株式会社浪速技研コンサルタント 青木  寛章 大阪府茨木市下穂積一丁目２－２９ 株式会社浪速技研コンサルタント京都北事務所 秋場　範之 京丹後市峰山町荒山１７９－３－２０５ 府内 土質・基礎

20846 株式会社浪速技研コンサルタント 青木  寛章 大阪府茨木市下穂積一丁目２－２９ 株式会社浪速技研コンサルタント京都北事務所 秋場　範之 京丹後市峰山町荒山１７９－３－２０５ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20846 株式会社浪速技研コンサルタント 青木  寛章 大阪府茨木市下穂積一丁目２－２９ 株式会社浪速技研コンサルタント京都北事務所 秋場　範之 京丹後市峰山町荒山１７９－３－２０５ 府内 施工計画施工設備積算

20846 株式会社浪速技研コンサルタント 青木  寛章 大阪府茨木市下穂積一丁目２－２９ 株式会社浪速技研コンサルタント京都北事務所 秋場　範之 京丹後市峰山町荒山１７９－３－２０５ 府内 地質調査業務

20966 南海測量設計株式会社 藤村　修作 愛媛県松山市中村３丁目１番７号 南海測量設計株式会社京都営業所 速水　敏夫 京都府相楽郡精華町精華台１丁目１７番地２４ 府内 測量一般

20966 南海測量設計株式会社 藤村　修作 愛媛県松山市中村３丁目１番７号 南海測量設計株式会社京都営業所 速水　敏夫 京都府相楽郡精華町精華台１丁目１７番地２４ 府内 地図の調整

20966 南海測量設計株式会社 藤村　修作 愛媛県松山市中村３丁目１番７号 南海測量設計株式会社京都営業所 速水　敏夫 京都府相楽郡精華町精華台１丁目１７番地２４ 府内 道　　路

20966 南海測量設計株式会社 藤村　修作 愛媛県松山市中村３丁目１番７号 南海測量設計株式会社京都営業所 速水　敏夫 京都府相楽郡精華町精華台１丁目１７番地２４ 府内 土質・基礎

20966 南海測量設計株式会社 藤村　修作 愛媛県松山市中村３丁目１番７号 南海測量設計株式会社京都営業所 速水　敏夫 京都府相楽郡精華町精華台１丁目１７番地２４ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20966 南海測量設計株式会社 藤村　修作 愛媛県松山市中村３丁目１番７号 南海測量設計株式会社京都営業所 速水　敏夫 京都府相楽郡精華町精華台１丁目１７番地２４ 府内 地質調査業務

20966 南海測量設計株式会社 藤村　修作 愛媛県松山市中村３丁目１番７号 南海測量設計株式会社京都営業所 速水　敏夫 京都府相楽郡精華町精華台１丁目１７番地２４ 府内 土地調査

20966 南海測量設計株式会社 藤村　修作 愛媛県松山市中村３丁目１番７号 南海測量設計株式会社京都営業所 速水　敏夫 京都府相楽郡精華町精華台１丁目１７番地２４ 府内 物　　件

20966 南海測量設計株式会社 藤村　修作 愛媛県松山市中村３丁目１番７号 南海測量設計株式会社京都営業所 速水　敏夫 京都府相楽郡精華町精華台１丁目１７番地２４ 府内 機械工作物

20966 南海測量設計株式会社 藤村　修作 愛媛県松山市中村３丁目１番７号 南海測量設計株式会社京都営業所 速水　敏夫 京都府相楽郡精華町精華台１丁目１７番地２４ 府内 営業補償・特殊補償

20966 南海測量設計株式会社 藤村　修作 愛媛県松山市中村３丁目１番７号 南海測量設計株式会社京都営業所 速水　敏夫 京都府相楽郡精華町精華台１丁目１７番地２４ 府内 事業損失

20966 南海測量設計株式会社 藤村　修作 愛媛県松山市中村３丁目１番７号 南海測量設計株式会社京都営業所 速水　敏夫 京都府相楽郡精華町精華台１丁目１７番地２４ 府内 補償関連

22596 株式会社西日本科学技術研究所 福留　いく子 高知市若松町９番３０号 府外 河川・砂防・海岸

22596 株式会社西日本科学技術研究所 福留　いく子 高知市若松町９番３０号 府外 建設環境

20679 株式会社西日本技術コンサルタント 堀川　将治 滋賀県草津市矢橋町字御種子池６４９番地 株式会社西日本技術コンサルタント京都営業所 中尾　要司 京丹後市網野町浅茂川１１５－３１ 府内 測量一般



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20679 株式会社西日本技術コンサルタント 堀川　将治 滋賀県草津市矢橋町字御種子池６４９番地 株式会社西日本技術コンサルタント京都営業所 中尾　要司 京丹後市網野町浅茂川１１５－３１ 府内 上水道・工業用水道

20679 株式会社西日本技術コンサルタント 堀川　将治 滋賀県草津市矢橋町字御種子池６４９番地 株式会社西日本技術コンサルタント京都営業所 中尾　要司 京丹後市網野町浅茂川１１５－３１ 府内 下水道

20679 株式会社西日本技術コンサルタント 堀川　将治 滋賀県草津市矢橋町字御種子池６４９番地 株式会社西日本技術コンサルタント京都営業所 中尾　要司 京丹後市網野町浅茂川１１５－３１ 府内 電気・電子

20679 株式会社西日本技術コンサルタント 堀川　将治 滋賀県草津市矢橋町字御種子池６４９番地 株式会社西日本技術コンサルタント京都営業所 中尾　要司 京丹後市網野町浅茂川１１５－３１ 府内 地質調査業務

21145 ニチレキ株式会社 小幡　学 東京都千代田区九段北４丁目３番２９号 ニチレキ株式会社滋賀営業所 川竹　秀樹 滋賀県守山市勝部四丁目２番１７号 府外 道　　路

20761 日化エンジニアリング株式会社 二越　文彦 大阪市港区波除三丁目１２番４号 府外 農業土木

20761 日化エンジニアリング株式会社 二越　文彦 大阪市港区波除三丁目１２番４号 府外 地質調査業務

5968 株式会社日開調査設計コンサルタント 小林　大太 京都市下京区寺町通松原下る植松町７３３番地 株式会社日開調査設計コンサルタント中丹営業所 山下　豊二 綾部市物部町西ノ宮５ 府内 測量一般

5968 株式会社日開調査設計コンサルタント 小林　大太 京都市下京区寺町通松原下る植松町７３３番地 株式会社日開調査設計コンサルタント中丹営業所 山下　豊二 綾部市物部町西ノ宮５ 府内 地図の調整

5968 株式会社日開調査設計コンサルタント 小林　大太 京都市下京区寺町通松原下る植松町７３３番地 株式会社日開調査設計コンサルタント中丹営業所 山下　豊二 綾部市物部町西ノ宮５ 府内 航空測量

5968 株式会社日開調査設計コンサルタント 小林　大太 京都市下京区寺町通松原下る植松町７３３番地 株式会社日開調査設計コンサルタント中丹営業所 山下　豊二 綾部市物部町西ノ宮５ 府内 河川・砂防・海岸

5968 株式会社日開調査設計コンサルタント 小林　大太 京都市下京区寺町通松原下る植松町７３３番地 株式会社日開調査設計コンサルタント中丹営業所 山下　豊二 綾部市物部町西ノ宮５ 府内 道　　路

5968 株式会社日開調査設計コンサルタント 小林　大太 京都市下京区寺町通松原下る植松町７３３番地 株式会社日開調査設計コンサルタント中丹営業所 山下　豊二 綾部市物部町西ノ宮５ 府内 都市計画・地方計画

5968 株式会社日開調査設計コンサルタント 小林　大太 京都市下京区寺町通松原下る植松町７３３番地 株式会社日開調査設計コンサルタント中丹営業所 山下　豊二 綾部市物部町西ノ宮５ 府内 地質調査業務

21151 株式会社日建設計総合研究所 朝倉　博樹 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番３号 株式会社日建設計総合研究所大阪オフィス 朝倉　博樹 大阪市中央区今橋四丁目３番１８号 府外 建築士事務所登録

21151 株式会社日建設計総合研究所 朝倉　博樹 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番３号 株式会社日建設計総合研究所大阪オフィス 朝倉　博樹 大阪市中央区今橋四丁目３番１８号 府外 河川・砂防・海岸

21151 株式会社日建設計総合研究所 朝倉　博樹 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番３号 株式会社日建設計総合研究所大阪オフィス 朝倉　博樹 大阪市中央区今橋四丁目３番１８号 府外 道　　路

21151 株式会社日建設計総合研究所 朝倉　博樹 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番３号 株式会社日建設計総合研究所大阪オフィス 朝倉　博樹 大阪市中央区今橋四丁目３番１８号 府外 都市計画・地方計画

20748 株式会社日航コンサルタント 愛須  友行 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 株式会社日航コンサルタント大阪支社 愛須　友行 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 府外 測量一般

20748 株式会社日航コンサルタント 愛須  友行 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 株式会社日航コンサルタント大阪支社 愛須　友行 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 府外 地図の調整

20748 株式会社日航コンサルタント 愛須  友行 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 株式会社日航コンサルタント大阪支社 愛須　友行 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 府外 航空測量

20748 株式会社日航コンサルタント 愛須  友行 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 株式会社日航コンサルタント大阪支社 愛須　友行 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 府外 建築士事務所登録

20748 株式会社日航コンサルタント 愛須  友行 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 株式会社日航コンサルタント大阪支社 愛須　友行 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 府外 河川・砂防・海岸

20748 株式会社日航コンサルタント 愛須  友行 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 株式会社日航コンサルタント大阪支社 愛須　友行 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 府外 道　　路

20748 株式会社日航コンサルタント 愛須  友行 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 株式会社日航コンサルタント大阪支社 愛須　友行 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 府外 下水道

20748 株式会社日航コンサルタント 愛須  友行 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 株式会社日航コンサルタント大阪支社 愛須　友行 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 府外 地　　質

20748 株式会社日航コンサルタント 愛須  友行 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 株式会社日航コンサルタント大阪支社 愛須　友行 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20748 株式会社日航コンサルタント 愛須  友行 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 株式会社日航コンサルタント大阪支社 愛須　友行 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 府外 地質調査業務

20748 株式会社日航コンサルタント 愛須  友行 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 株式会社日航コンサルタント大阪支社 愛須　友行 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 府外 土地調査

20748 株式会社日航コンサルタント 愛須  友行 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 株式会社日航コンサルタント大阪支社 愛須　友行 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 府外 物　　件

20748 株式会社日航コンサルタント 愛須  友行 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 株式会社日航コンサルタント大阪支社 愛須　友行 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 府外 営業補償・特殊補償

21019 株式会社日さく 若林　直樹 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 株式会社日さく大阪支店 高橋　克也 大阪府吹田市川岸町１１番１号 府外 河川・砂防・海岸

21019 株式会社日さく 若林　直樹 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 株式会社日さく大阪支店 高橋　克也 大阪府吹田市川岸町１１番１号 府外 森林土木

21019 株式会社日さく 若林　直樹 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 株式会社日さく大阪支店 高橋　克也 大阪府吹田市川岸町１１番１号 府外 地　　質

21019 株式会社日さく 若林　直樹 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 株式会社日さく大阪支店 高橋　克也 大阪府吹田市川岸町１１番１号 府外 土質・基礎

21019 株式会社日さく 若林　直樹 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 株式会社日さく大阪支店 高橋　克也 大阪府吹田市川岸町１１番１号 府外 建設環境

21019 株式会社日さく 若林　直樹 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 株式会社日さく大阪支店 高橋　克也 大阪府吹田市川岸町１１番１号 府外 地質調査業務

20697 株式会社日産技術コンサルタント 宮脇　佳史 大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 株式会社日産技術コンサルタント京都事務所 井上　恭自 京都市伏見区今町６７９番地 府内 測量一般

20697 株式会社日産技術コンサルタント 宮脇　佳史 大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 株式会社日産技術コンサルタント京都事務所 井上　恭自 京都市伏見区今町６７９番地 府内 建築士事務所登録

20697 株式会社日産技術コンサルタント 宮脇　佳史 大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 株式会社日産技術コンサルタント京都事務所 井上　恭自 京都市伏見区今町６７９番地 府内 河川・砂防・海岸

20697 株式会社日産技術コンサルタント 宮脇　佳史 大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 株式会社日産技術コンサルタント京都事務所 井上　恭自 京都市伏見区今町６７９番地 府内 道　　路

20697 株式会社日産技術コンサルタント 宮脇　佳史 大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 株式会社日産技術コンサルタント京都事務所 井上　恭自 京都市伏見区今町６７９番地 府内 上水道・工業用水道

20697 株式会社日産技術コンサルタント 宮脇　佳史 大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 株式会社日産技術コンサルタント京都事務所 井上　恭自 京都市伏見区今町６７９番地 府内 下水道

20697 株式会社日産技術コンサルタント 宮脇　佳史 大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 株式会社日産技術コンサルタント京都事務所 井上　恭自 京都市伏見区今町６７９番地 府内 廃棄物

20697 株式会社日産技術コンサルタント 宮脇　佳史 大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 株式会社日産技術コンサルタント京都事務所 井上　恭自 京都市伏見区今町６７９番地 府内 都市計画・地方計画

20697 株式会社日産技術コンサルタント 宮脇　佳史 大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 株式会社日産技術コンサルタント京都事務所 井上　恭自 京都市伏見区今町６７９番地 府内 土質・基礎

20697 株式会社日産技術コンサルタント 宮脇　佳史 大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 株式会社日産技術コンサルタント京都事務所 井上　恭自 京都市伏見区今町６７９番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20697 株式会社日産技術コンサルタント 宮脇　佳史 大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 株式会社日産技術コンサルタント京都事務所 井上　恭自 京都市伏見区今町６７９番地 府内 建設環境

20697 株式会社日産技術コンサルタント 宮脇　佳史 大阪市中央区大手前１丁目２番１５号 株式会社日産技術コンサルタント京都事務所 井上　恭自 京都市伏見区今町６７９番地 府内 地質調査業務

20767 株式会社日照技術コンサルタント 市原　久照 京都府宇治市槇島町月夜３－２ 株式会社日照技術コンサルタント南丹営業所 市原　房江 京都府南丹市園部町内林町１号４３番地 府内 測量一般

20767 株式会社日照技術コンサルタント 市原　久照 京都府宇治市槇島町月夜３－２ 株式会社日照技術コンサルタント南丹営業所 市原　房江 京都府南丹市園部町内林町１号４３番地 府内 河川・砂防・海岸

20767 株式会社日照技術コンサルタント 市原　久照 京都府宇治市槇島町月夜３－２ 株式会社日照技術コンサルタント南丹営業所 市原　房江 京都府南丹市園部町内林町１号４３番地 府内 道　　路

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 測量一般

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 地図の調整

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 建築士事務所登録

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 河川・砂防・海岸

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 上水道・工業用水道



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 下水道

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 農業土木

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 廃棄物

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 都市計画・地方計画

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 土質・基礎

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 トンネル

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 施工計画施工設備積算

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 建設環境

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 機械

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 電気・電子

20766 株式会社日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 株式会社日水コン京都事務所 伊藤　肇 京都市右京区山ノ内養老町１９番地６ 府内 地質調査業務

20790 株式会社ＮＩＳＳＯ 後藤　誠司 東京都千代田区神田佐久間町１丁目２５番地 株式会社ＮＩＳＳＯ京都支店 岡崎　雅典 京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町４３６ 府内 建築士事務所登録

20790 株式会社ＮＩＳＳＯ 後藤　誠司 東京都千代田区神田佐久間町１丁目２５番地 株式会社ＮＩＳＳＯ京都支店 岡崎　雅典 京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町４３６ 府内 土地調査

20790 株式会社ＮＩＳＳＯ 後藤　誠司 東京都千代田区神田佐久間町１丁目２５番地 株式会社ＮＩＳＳＯ京都支店 岡崎　雅典 京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町４３６ 府内 土地評価

20790 株式会社ＮＩＳＳＯ 後藤　誠司 東京都千代田区神田佐久間町１丁目２５番地 株式会社ＮＩＳＳＯ京都支店 岡崎　雅典 京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町４３６ 府内 物　　件

20790 株式会社ＮＩＳＳＯ 後藤　誠司 東京都千代田区神田佐久間町１丁目２５番地 株式会社ＮＩＳＳＯ京都支店 岡崎　雅典 京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町４３６ 府内 機械工作物

20790 株式会社ＮＩＳＳＯ 後藤　誠司 東京都千代田区神田佐久間町１丁目２５番地 株式会社ＮＩＳＳＯ京都支店 岡崎　雅典 京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町４３６ 府内 営業補償・特殊補償

20790 株式会社ＮＩＳＳＯ 後藤　誠司 東京都千代田区神田佐久間町１丁目２５番地 株式会社ＮＩＳＳＯ京都支店 岡崎　雅典 京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町４３６ 府内 事業損失

20790 株式会社ＮＩＳＳＯ 後藤　誠司 東京都千代田区神田佐久間町１丁目２５番地 株式会社ＮＩＳＳＯ京都支店 岡崎　雅典 京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町４３６ 府内 補償関連

20790 株式会社ＮＩＳＳＯ 後藤　誠司 東京都千代田区神田佐久間町１丁目２５番地 株式会社ＮＩＳＳＯ京都支店 岡崎　雅典 京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町４３６ 府内 総合補償

21043 株式会社日総建 濵田　幸一 東京都渋谷区幡ヶ谷１－３４－１４ 株式会社日総建大阪事務所 松尾　大史 大阪市中央区博労町２－１－１３ 府外 建築士事務所登録

21043 株式会社日総建 濵田　幸一 東京都渋谷区幡ヶ谷１－３４－１４ 株式会社日総建大阪事務所 松尾　大史 大阪市中央区博労町２－１－１３ 府外 都市計画・地方計画

20630 株式会社日展 田加井　徹 大阪市北区万歳町３番７号 府外 建築士事務所登録

20807 日本交通技術株式会社 舘山　勝 東京都台東区上野七丁目１１番１号 日本交通技術株式会社大阪支店 栗原　潤 大阪市西区靭本町一丁目４番２号 府外 建築士事務所登録

20807 日本交通技術株式会社 舘山　勝 東京都台東区上野七丁目１１番１号 日本交通技術株式会社大阪支店 栗原　潤 大阪市西区靭本町一丁目４番２号 府外 道　　路

20807 日本交通技術株式会社 舘山　勝 東京都台東区上野七丁目１１番１号 日本交通技術株式会社大阪支店 栗原　潤 大阪市西区靭本町一丁目４番２号 府外 鉄　　道

20807 日本交通技術株式会社 舘山　勝 東京都台東区上野七丁目１１番１号 日本交通技術株式会社大阪支店 栗原　潤 大阪市西区靭本町一丁目４番２号 府外 土質・基礎

20807 日本交通技術株式会社 舘山　勝 東京都台東区上野七丁目１１番１号 日本交通技術株式会社大阪支店 栗原　潤 大阪市西区靭本町一丁目４番２号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20807 日本交通技術株式会社 舘山　勝 東京都台東区上野七丁目１１番１号 日本交通技術株式会社大阪支店 栗原　潤 大阪市西区靭本町一丁目４番２号 府外 施工計画施工設備積算

20807 日本交通技術株式会社 舘山　勝 東京都台東区上野七丁目１１番１号 日本交通技術株式会社大阪支店 栗原　潤 大阪市西区靭本町一丁目４番２号 府外 建設環境

3266 一般財団法人日本環境衛生センター 南川　秀樹 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０－６ 府外 廃棄物

22729 日本管財株式会社 福田　慎太郎 兵庫県西宮市六湛寺町９番１６号 府外 建築士事務所登録

20868 一般財団法人日本気象協会 春田　謙 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 一般財団法人日本気象協会関西支社 櫻井　康博 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 河川・砂防・海岸

20868 一般財団法人日本気象協会 春田　謙 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 一般財団法人日本気象協会関西支社 櫻井　康博 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 港湾・空港

20868 一般財団法人日本気象協会 春田　謙 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 一般財団法人日本気象協会関西支社 櫻井　康博 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 道　　路

20868 一般財団法人日本気象協会 春田　謙 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 一般財団法人日本気象協会関西支社 櫻井　康博 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 農業土木

20868 一般財団法人日本気象協会 春田　謙 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 一般財団法人日本気象協会関西支社 櫻井　康博 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 廃棄物

20868 一般財団法人日本気象協会 春田　謙 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 一般財団法人日本気象協会関西支社 櫻井　康博 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 建設環境

20698 日本技術サービス株式会社 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３－１１－２ 日本技術サービス株式会社京都事務所 前田　昌平 京都府相楽郡精華町大字祝園小字畠田４番地１ 府内 測量一般

20698 日本技術サービス株式会社 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３－１１－２ 日本技術サービス株式会社京都事務所 前田　昌平 京都府相楽郡精華町大字祝園小字畠田４番地１ 府内 地図の調整

20698 日本技術サービス株式会社 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３－１１－２ 日本技術サービス株式会社京都事務所 前田　昌平 京都府相楽郡精華町大字祝園小字畠田４番地１ 府内 建築士事務所登録

20698 日本技術サービス株式会社 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３－１１－２ 日本技術サービス株式会社京都事務所 前田　昌平 京都府相楽郡精華町大字祝園小字畠田４番地１ 府内 河川・砂防・海岸

20698 日本技術サービス株式会社 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３－１１－２ 日本技術サービス株式会社京都事務所 前田　昌平 京都府相楽郡精華町大字祝園小字畠田４番地１ 府内 上水道・工業用水道

20698 日本技術サービス株式会社 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３－１１－２ 日本技術サービス株式会社京都事務所 前田　昌平 京都府相楽郡精華町大字祝園小字畠田４番地１ 府内 下水道

20698 日本技術サービス株式会社 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３－１１－２ 日本技術サービス株式会社京都事務所 前田　昌平 京都府相楽郡精華町大字祝園小字畠田４番地１ 府内 土質・基礎

20698 日本技術サービス株式会社 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３－１１－２ 日本技術サービス株式会社京都事務所 前田　昌平 京都府相楽郡精華町大字祝園小字畠田４番地１ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

22627 株式会社日本経済研究所 髙橋　洋 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 府外 都市計画・地方計画

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 測量一般

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 地図の調整

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 航空測量

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 建築士事務所登録

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 河川・砂防・海岸

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 港湾・空港

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 電力土木

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 道　　路

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 鉄　　道



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 上水道・工業用水道

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 下水道

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 農業土木

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 森林土木

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 水産土木

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 廃棄物

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 造　　園

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 都市計画・地方計画

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 地　　質

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 土質・基礎

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 トンネル

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 施工計画施工設備積算

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 建設環境

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 機械

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 電気・電子

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 地質調査業務

4914 日本工営株式会社 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４ 日本工営株式会社京都事務所 大平　欽吾 京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地 府内 土地調査

21121 株式会社日本構造橋梁研究所 前田　晴人 東京都千代田区岩本町三丁目８番１５号 株式会社日本構造橋梁研究所大阪支社 木村　淳 大阪市淀川区西宮原一丁目４番１３号 府外 測量一般

21121 株式会社日本構造橋梁研究所 前田　晴人 東京都千代田区岩本町三丁目８番１５号 株式会社日本構造橋梁研究所大阪支社 木村　淳 大阪市淀川区西宮原一丁目４番１３号 府外 道　　路

21121 株式会社日本構造橋梁研究所 前田　晴人 東京都千代田区岩本町三丁目８番１５号 株式会社日本構造橋梁研究所大阪支社 木村　淳 大阪市淀川区西宮原一丁目４番１３号 府外 土質・基礎

21121 株式会社日本構造橋梁研究所 前田　晴人 東京都千代田区岩本町三丁目８番１５号 株式会社日本構造橋梁研究所大阪支社 木村　淳 大阪市淀川区西宮原一丁目４番１３号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 測量一般

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 地図の調整

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 航空測量

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 河川・砂防・海岸

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 道　　路

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 下水道

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 農業土木

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 施工計画施工設備積算

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 地質調査業務

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 土地調査

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 土地評価

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 物　　件

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 機械工作物

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 営業補償・特殊補償

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 事業損失

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 補償関連

21712 日本振興株式会社 伊達　多聞 大阪府泉南市りんくう南浜３－２ 日本振興株式会社京都事務所 坂本　政治 京都府京田辺市田辺鳥本１３－２０７ 府内 総合補償

20921 日本水工設計株式会社 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１ 日本水工設計株式会社京都北事務所 中嶌　博之 京丹後市峰山町杉谷９３０番地の９ 府内 測量一般

20921 日本水工設計株式会社 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１ 日本水工設計株式会社京都北事務所 中嶌　博之 京丹後市峰山町杉谷９３０番地の９ 府内 建築士事務所登録

20921 日本水工設計株式会社 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１ 日本水工設計株式会社京都北事務所 中嶌　博之 京丹後市峰山町杉谷９３０番地の９ 府内 河川・砂防・海岸

20921 日本水工設計株式会社 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１ 日本水工設計株式会社京都北事務所 中嶌　博之 京丹後市峰山町杉谷９３０番地の９ 府内 上水道・工業用水道

20921 日本水工設計株式会社 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１ 日本水工設計株式会社京都北事務所 中嶌　博之 京丹後市峰山町杉谷９３０番地の９ 府内 下水道

20921 日本水工設計株式会社 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１ 日本水工設計株式会社京都北事務所 中嶌　博之 京丹後市峰山町杉谷９３０番地の９ 府内 廃棄物

20921 日本水工設計株式会社 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１ 日本水工設計株式会社京都北事務所 中嶌　博之 京丹後市峰山町杉谷９３０番地の９ 府内 都市計画・地方計画

20921 日本水工設計株式会社 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１ 日本水工設計株式会社京都北事務所 中嶌　博之 京丹後市峰山町杉谷９３０番地の９ 府内 土質・基礎

20921 日本水工設計株式会社 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１ 日本水工設計株式会社京都北事務所 中嶌　博之 京丹後市峰山町杉谷９３０番地の９ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20921 日本水工設計株式会社 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１ 日本水工設計株式会社京都北事務所 中嶌　博之 京丹後市峰山町杉谷９３０番地の９ 府内 トンネル

20921 日本水工設計株式会社 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１ 日本水工設計株式会社京都北事務所 中嶌　博之 京丹後市峰山町杉谷９３０番地の９ 府内 施工計画施工設備積算

20921 日本水工設計株式会社 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１ 日本水工設計株式会社京都北事務所 中嶌　博之 京丹後市峰山町杉谷９３０番地の９ 府内 建設環境

20921 日本水工設計株式会社 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１ 日本水工設計株式会社京都北事務所 中嶌　博之 京丹後市峰山町杉谷９３０番地の９ 府内 電気・電子

20921 日本水工設計株式会社 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１ 日本水工設計株式会社京都北事務所 中嶌　博之 京丹後市峰山町杉谷９３０番地の９ 府内 地質調査業務

21002 株式会社日本設備綜合研究所 西村　好弘 大阪市北区西天満５－１－９ 府外 建築士事務所登録

21024 日本測地設計株式会社 松崎  明毅 東京都新宿区高田馬場三丁目２３番６号 日本測地設計株式会社関西支店 原田　啓一 大阪市浪速区幸町二丁目７番３号 府外 測量一般

21024 日本測地設計株式会社 松崎  明毅 東京都新宿区高田馬場三丁目２３番６号 日本測地設計株式会社関西支店 原田　啓一 大阪市浪速区幸町二丁目７番３号 府外 地図の調整



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

21024 日本測地設計株式会社 松崎  明毅 東京都新宿区高田馬場三丁目２３番６号 日本測地設計株式会社関西支店 原田　啓一 大阪市浪速区幸町二丁目７番３号 府外 航空測量

21024 日本測地設計株式会社 松崎  明毅 東京都新宿区高田馬場三丁目２３番６号 日本測地設計株式会社関西支店 原田　啓一 大阪市浪速区幸町二丁目７番３号 府外 道　　路

21024 日本測地設計株式会社 松崎  明毅 東京都新宿区高田馬場三丁目２３番６号 日本測地設計株式会社関西支店 原田　啓一 大阪市浪速区幸町二丁目７番３号 府外 下水道

21024 日本測地設計株式会社 松崎  明毅 東京都新宿区高田馬場三丁目２３番６号 日本測地設計株式会社関西支店 原田　啓一 大阪市浪速区幸町二丁目７番３号 府外 都市計画・地方計画

21024 日本測地設計株式会社 松崎  明毅 東京都新宿区高田馬場三丁目２３番６号 日本測地設計株式会社関西支店 原田　啓一 大阪市浪速区幸町二丁目７番３号 府外 土地調査

21024 日本測地設計株式会社 松崎  明毅 東京都新宿区高田馬場三丁目２３番６号 日本測地設計株式会社関西支店 原田　啓一 大阪市浪速区幸町二丁目７番３号 府外 物　　件

21024 日本測地設計株式会社 松崎  明毅 東京都新宿区高田馬場三丁目２３番６号 日本測地設計株式会社関西支店 原田　啓一 大阪市浪速区幸町二丁目７番３号 府外 機械工作物

21024 日本測地設計株式会社 松崎  明毅 東京都新宿区高田馬場三丁目２３番６号 日本測地設計株式会社関西支店 原田　啓一 大阪市浪速区幸町二丁目７番３号 府外 営業補償・特殊補償

21024 日本測地設計株式会社 松崎  明毅 東京都新宿区高田馬場三丁目２３番６号 日本測地設計株式会社関西支店 原田　啓一 大阪市浪速区幸町二丁目７番３号 府外 事業損失

21024 日本測地設計株式会社 松崎  明毅 東京都新宿区高田馬場三丁目２３番６号 日本測地設計株式会社関西支店 原田　啓一 大阪市浪速区幸町二丁目７番３号 府外 補償関連

8230 日本地下水開発株式会社 桂木　宣均 山形県山形市大字松原７７７ 府外 道　　路

8230 日本地下水開発株式会社 桂木　宣均 山形県山形市大字松原７７７ 府外 地　　質

8230 日本地下水開発株式会社 桂木　宣均 山形県山形市大字松原７７７ 府外 地質調査業務

21104 日本都市技術株式会社 川口　一志 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 日本都市技術株式会社京都事務所 青木　慎二 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 都市計画・地方計画

21104 日本都市技術株式会社 川口　一志 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 日本都市技術株式会社京都事務所 青木　慎二 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 土地調査

21104 日本都市技術株式会社 川口　一志 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 日本都市技術株式会社京都事務所 青木　慎二 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 土地評価

21104 日本都市技術株式会社 川口　一志 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 日本都市技術株式会社京都事務所 青木　慎二 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 物　　件

21104 日本都市技術株式会社 川口　一志 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 日本都市技術株式会社京都事務所 青木　慎二 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 機械工作物

21104 日本都市技術株式会社 川口　一志 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 日本都市技術株式会社京都事務所 青木　慎二 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 営業補償・特殊補償

21104 日本都市技術株式会社 川口　一志 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 日本都市技術株式会社京都事務所 青木　慎二 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 事業損失

21104 日本都市技術株式会社 川口　一志 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 日本都市技術株式会社京都事務所 青木　慎二 京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町６８０ 府内 補償関連

22530 日本物理探鑛株式会社 石田　定 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 日本物理探鑛株式会社関西支店 吉村　修 大阪市天王寺区堂ヶ芝１丁目３番２４号 府外 地　　質

22530 日本物理探鑛株式会社 石田　定 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 日本物理探鑛株式会社関西支店 吉村　修 大阪市天王寺区堂ヶ芝１丁目３番２４号 府外 土質・基礎

22530 日本物理探鑛株式会社 石田　定 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 日本物理探鑛株式会社関西支店 吉村　修 大阪市天王寺区堂ヶ芝１丁目３番２４号 府外 建設環境

22530 日本物理探鑛株式会社 石田　定 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 日本物理探鑛株式会社関西支店 吉村　修 大阪市天王寺区堂ヶ芝１丁目３番２４号 府外 地質調査業務

4876 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 田伏　重成 大阪市北区同心１丁目７番１４号 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社京都支店 石田　定雄 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田１０番地９ 府内 上水道・工業用水道

4876 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 田伏　重成 大阪市北区同心１丁目７番１４号 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社京都支店 石田　定雄 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田１０番地９ 府内 下水道

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 測量一般

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 地図の調整

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 建築士事務所登録

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 河川・砂防・海岸

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 港湾・空港

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 電力土木

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 道　　路

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 上水道・工業用水道

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 下水道

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 造　　園

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 都市計画・地方計画

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 地　　質

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 土質・基礎

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 トンネル

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 施工計画施工設備積算

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 建設環境

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 電気・電子

20974 株式会社ニュージェック 吉津　洋一 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 株式会社ニュージェック京都事務所 氏丸　人嗣 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５１３番地 府内 地質調査業務

20809 株式会社ノム建築設計室 三輪　勝孝 京都府京都市右京区梅津高畝町５２－１ 府内 建築士事務所登録

2572 株式会社乃村工藝社 榎本　修次 東京都港区台場２丁目３番４号 府外 建築士事務所登録

2147 株式会社萩原測量設計事務所 萩原  純三 宇治市開町４７－２ 府内 測量一般

2147 株式会社萩原測量設計事務所 萩原  純三 宇治市開町４７－２ 府内 道　　路

2147 株式会社萩原測量設計事務所 萩原  純三 宇治市開町４７－２ 府内 農業土木

2147 株式会社萩原測量設計事務所 萩原  純三 宇治市開町４７－２ 府内 土質・基礎

2148 株式会社萩本建築設計事務所 萩本　暁 京都府京都市北区北野下白梅町８０ 府内 建築士事務所登録

22196 橋本技術株式会社 橋本　岩夫 滋賀県長浜市高月町東柳野４２５ 橋本技術株式会社京都営業所 町田　輝次 京都市伏見区竹田真幡木町５３ 府内 測量一般

22196 橋本技術株式会社 橋本　岩夫 滋賀県長浜市高月町東柳野４２５ 橋本技術株式会社京都営業所 町田　輝次 京都市伏見区竹田真幡木町５３ 府内 地図の調整

22196 橋本技術株式会社 橋本　岩夫 滋賀県長浜市高月町東柳野４２５ 橋本技術株式会社京都営業所 町田　輝次 京都市伏見区竹田真幡木町５３ 府内 航空測量

22196 橋本技術株式会社 橋本　岩夫 滋賀県長浜市高月町東柳野４２５ 橋本技術株式会社京都営業所 町田　輝次 京都市伏見区竹田真幡木町５３ 府内 河川・砂防・海岸



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

22196 橋本技術株式会社 橋本　岩夫 滋賀県長浜市高月町東柳野４２５ 橋本技術株式会社京都営業所 町田　輝次 京都市伏見区竹田真幡木町５３ 府内 道　　路

22196 橋本技術株式会社 橋本　岩夫 滋賀県長浜市高月町東柳野４２５ 橋本技術株式会社京都営業所 町田　輝次 京都市伏見区竹田真幡木町５３ 府内 土地調査

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 測量一般

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 地図の調整

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 航空測量

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 建築士事務所登録

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 河川・砂防・海岸

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 道　　路

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 下水道

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 造　　園

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 都市計画・地方計画

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 土質・基礎

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 トンネル

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 地質調査業務

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 土地調査

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 土地評価

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 物　　件

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 機械工作物

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 営業補償・特殊補償

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 事業損失

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 補償関連

2576 株式会社八州 武部　泰三 東京都江東区木場５丁目８番４０号 株式会社八州京都営業所 畑　雅之 京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町４７４ 府内 総合補償

22093 株式会社果無 泉　辰徳 和歌山県田辺市本宮町伏拝９４２－１ 株式会社果無京都営業所 大村　裕治 京都市西京区大原野西竹の里町１丁目１４－２０２ 府内 測量一般

22093 株式会社果無 泉　辰徳 和歌山県田辺市本宮町伏拝９４２－１ 株式会社果無京都営業所 大村　裕治 京都市西京区大原野西竹の里町１丁目１４－２０２ 府内 地図の調整

22093 株式会社果無 泉　辰徳 和歌山県田辺市本宮町伏拝９４２－１ 株式会社果無京都営業所 大村　裕治 京都市西京区大原野西竹の里町１丁目１４－２０２ 府内 航空測量

22093 株式会社果無 泉　辰徳 和歌山県田辺市本宮町伏拝９４２－１ 株式会社果無京都営業所 大村　裕治 京都市西京区大原野西竹の里町１丁目１４－２０２ 府内 森林土木

20770 株式会社花村コンサルタント 花村　浩司 京都府宇治市小倉町南浦９－８ 府内 測量一般

20770 株式会社花村コンサルタント 花村　浩司 京都府宇治市小倉町南浦９－８ 府内 地質調査業務

20731 株式会社浜名技術コンサルタント 黒田　泰弘 大阪府大阪市中央区道修町二丁目２番６号 株式会社浜名技術コンサルタント京都事務所 川口　実 京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町８３－６ 府内 土地調査

20731 株式会社浜名技術コンサルタント 黒田　泰弘 大阪府大阪市中央区道修町二丁目２番６号 株式会社浜名技術コンサルタント京都事務所 川口　実 京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町８３－６ 府内 土地評価

20731 株式会社浜名技術コンサルタント 黒田　泰弘 大阪府大阪市中央区道修町二丁目２番６号 株式会社浜名技術コンサルタント京都事務所 川口　実 京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町８３－６ 府内 物　　件

20731 株式会社浜名技術コンサルタント 黒田　泰弘 大阪府大阪市中央区道修町二丁目２番６号 株式会社浜名技術コンサルタント京都事務所 川口　実 京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町８３－６ 府内 機械工作物

20731 株式会社浜名技術コンサルタント 黒田　泰弘 大阪府大阪市中央区道修町二丁目２番６号 株式会社浜名技術コンサルタント京都事務所 川口　実 京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町８３－６ 府内 営業補償・特殊補償

20731 株式会社浜名技術コンサルタント 黒田　泰弘 大阪府大阪市中央区道修町二丁目２番６号 株式会社浜名技術コンサルタント京都事務所 川口　実 京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町８３－６ 府内 事業損失

20731 株式会社浜名技術コンサルタント 黒田　泰弘 大阪府大阪市中央区道修町二丁目２番６号 株式会社浜名技術コンサルタント京都事務所 川口　実 京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町８３－６ 府内 補償関連

20731 株式会社浜名技術コンサルタント 黒田　泰弘 大阪府大阪市中央区道修町二丁目２番６号 株式会社浜名技術コンサルタント京都事務所 川口　実 京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町８３－６ 府内 総合補償

22573 阪急コンストラクション・マネジメント株式会社笠井　寛 大阪市中央区難波４丁目７番１４号 府外 建築士事務所登録

22609 阪高プロジェクトサポート株式会社 中坪　周作 大阪市北区梅田一丁目１１番４－１８００ 府外 測量一般

22609 阪高プロジェクトサポート株式会社 中坪　周作 大阪市北区梅田一丁目１１番４－１８００ 府外 土地調査

22609 阪高プロジェクトサポート株式会社 中坪　周作 大阪市北区梅田一丁目１１番４－１８００ 府外 土地評価

22609 阪高プロジェクトサポート株式会社 中坪　周作 大阪市北区梅田一丁目１１番４－１８００ 府外 物　　件

22609 阪高プロジェクトサポート株式会社 中坪　周作 大阪市北区梅田一丁目１１番４－１８００ 府外 機械工作物

22609 阪高プロジェクトサポート株式会社 中坪　周作 大阪市北区梅田一丁目１１番４－１８００ 府外 営業補償・特殊補償

22609 阪高プロジェクトサポート株式会社 中坪　周作 大阪市北区梅田一丁目１１番４－１８００ 府外 事業損失

22609 阪高プロジェクトサポート株式会社 中坪　周作 大阪市北区梅田一丁目１１番４－１８００ 府外 補償関連

22609 阪高プロジェクトサポート株式会社 中坪　周作 大阪市北区梅田一丁目１１番４－１８００ 府外 総合補償

20785 株式会社阪神コンサルタンツ 田中　竹延 奈良市大宮町二丁目４番２５号 株式会社阪神コンサルタンツ京都営業所 大家　邦彦 京都市伏見区深草平田町７－３ 府内 河川・砂防・海岸

20785 株式会社阪神コンサルタンツ 田中　竹延 奈良市大宮町二丁目４番２５号 株式会社阪神コンサルタンツ京都営業所 大家　邦彦 京都市伏見区深草平田町７－３ 府内 道　　路

20785 株式会社阪神コンサルタンツ 田中　竹延 奈良市大宮町二丁目４番２５号 株式会社阪神コンサルタンツ京都営業所 大家　邦彦 京都市伏見区深草平田町７－３ 府内 地　　質

20785 株式会社阪神コンサルタンツ 田中　竹延 奈良市大宮町二丁目４番２５号 株式会社阪神コンサルタンツ京都営業所 大家　邦彦 京都市伏見区深草平田町７－３ 府内 土質・基礎

20785 株式会社阪神コンサルタンツ 田中　竹延 奈良市大宮町二丁目４番２５号 株式会社阪神コンサルタンツ京都営業所 大家　邦彦 京都市伏見区深草平田町７－３ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20785 株式会社阪神コンサルタンツ 田中　竹延 奈良市大宮町二丁目４番２５号 株式会社阪神コンサルタンツ京都営業所 大家　邦彦 京都市伏見区深草平田町７－３ 府内 地質調査業務

21287 株式会社阪南コーポレーション 巻野　富勇 大阪府羽曳野市野々上三丁目７番２３号 府外 測量一般

21287 株式会社阪南コーポレーション 巻野　富勇 大阪府羽曳野市野々上三丁目７番２３号 府外 建築士事務所登録

21287 株式会社阪南コーポレーション 巻野　富勇 大阪府羽曳野市野々上三丁目７番２３号 府外 都市計画・地方計画

21287 株式会社阪南コーポレーション 巻野　富勇 大阪府羽曳野市野々上三丁目７番２３号 府外 土質・基礎



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

21287 株式会社阪南コーポレーション 巻野　富勇 大阪府羽曳野市野々上三丁目７番２３号 府外 電気・電子

21287 株式会社阪南コーポレーション 巻野　富勇 大阪府羽曳野市野々上三丁目７番２３号 府外 地質調査業務

22394 株式会社バウエンジニアリング 佐々木　研 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20942 株式会社莫設計同人 松村　正希 京都市中京区東洞院通二条上る壺屋町５１２番地１ 府内 建築士事務所登録

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 測量一般

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 建築士事務所登録

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 河川・砂防・海岸

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 港湾・空港

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 電力土木

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 道　　路

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 鉄　　道

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 上水道・工業用水道

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 下水道

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 農業土木

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 水産土木

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 廃棄物

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 造　　園

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 都市計画・地方計画

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 地　　質

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 土質・基礎

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 トンネル

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 施工計画施工設備積算

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 建設環境

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 機械

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 電気・電子

6277 パシフィックコンサルタンツ株式会社 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２ パシフィックコンサルタンツ株式会社京都事務所 米谷　瑠皇 京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町６４６ 府内 地質調査業務

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 測量一般

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 地図の調整

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 航空測量

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 建築士事務所登録

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 河川・砂防・海岸

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 港湾・空港

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 道　　路

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 鉄　　道

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 上水道・工業用水道

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 下水道

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 農業土木

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 森林土木

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 廃棄物

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 造　　園

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 都市計画・地方計画

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 地　　質

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 土質・基礎

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 建設環境

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 地質調査業務

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 土地調査

2355 株式会社パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ京都支店 近藤　征博 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６５９ 府内 物　　件

20771 平田建築設計株式会社 平田　裕之 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 府外 建築士事務所登録

10275 ビーム計画設計株式会社 久保　正美 岐阜市加納栄町通七丁目３０番地 府外 電気・電子

22386 株式会社ピーエムコンサルタント 山下　郁美 大阪府大阪市中央区本町１－７－７ 府外 測量一般

22386 株式会社ピーエムコンサルタント 山下　郁美 大阪府大阪市中央区本町１－７－７ 府外 地図の調整

22386 株式会社ピーエムコンサルタント 山下　郁美 大阪府大阪市中央区本町１－７－７ 府外 河川・砂防・海岸

22386 株式会社ピーエムコンサルタント 山下　郁美 大阪府大阪市中央区本町１－７－７ 府外 道　　路

22386 株式会社ピーエムコンサルタント 山下　郁美 大阪府大阪市中央区本町１－７－７ 府外 都市計画・地方計画

22386 株式会社ピーエムコンサルタント 山下　郁美 大阪府大阪市中央区本町１－７－７ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

22386 株式会社ピーエムコンサルタント 山下　郁美 大阪府大阪市中央区本町１－７－７ 府外 施工計画施工設備積算

22386 株式会社ピーエムコンサルタント 山下　郁美 大阪府大阪市中央区本町１－７－７ 府外 建設環境

22687 株式会社ファノバ 平松　圭一 大阪府大阪市北区梅田一丁目２番２－１２００号 株式会社ファノバ京都営業所 尾山　浩司 京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下る舟屋町４２４ 府内 土地調査

22687 株式会社ファノバ 平松　圭一 大阪府大阪市北区梅田一丁目２番２－１２００号 株式会社ファノバ京都営業所 尾山　浩司 京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下る舟屋町４２４ 府内 土地評価

22687 株式会社ファノバ 平松　圭一 大阪府大阪市北区梅田一丁目２番２－１２００号 株式会社ファノバ京都営業所 尾山　浩司 京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下る舟屋町４２４ 府内 物　　件

22687 株式会社ファノバ 平松　圭一 大阪府大阪市北区梅田一丁目２番２－１２００号 株式会社ファノバ京都営業所 尾山　浩司 京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下る舟屋町４２４ 府内 機械工作物

22687 株式会社ファノバ 平松　圭一 大阪府大阪市北区梅田一丁目２番２－１２００号 株式会社ファノバ京都営業所 尾山　浩司 京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下る舟屋町４２４ 府内 営業補償・特殊補償

22687 株式会社ファノバ 平松　圭一 大阪府大阪市北区梅田一丁目２番２－１２００号 株式会社ファノバ京都営業所 尾山　浩司 京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下る舟屋町４２４ 府内 事業損失

22687 株式会社ファノバ 平松　圭一 大阪府大阪市北区梅田一丁目２番２－１２００号 株式会社ファノバ京都営業所 尾山　浩司 京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下る舟屋町４２４ 府内 補償関連

22687 株式会社ファノバ 平松　圭一 大阪府大阪市北区梅田一丁目２番２－１２００号 株式会社ファノバ京都営業所 尾山　浩司 京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下る舟屋町４２４ 府内 総合補償

20780 福田総合コンサルタント株式会社 藤原　邦彦 大阪市中央区北浜１丁目３番１４号 福田総合コンサルタント株式会社京都支社 千田　禅 京都市右京区嵯峨野秋街道町１１－１３ 府内 土地調査

20780 福田総合コンサルタント株式会社 藤原　邦彦 大阪市中央区北浜１丁目３番１４号 福田総合コンサルタント株式会社京都支社 千田　禅 京都市右京区嵯峨野秋街道町１１－１３ 府内 土地評価

20780 福田総合コンサルタント株式会社 藤原　邦彦 大阪市中央区北浜１丁目３番１４号 福田総合コンサルタント株式会社京都支社 千田　禅 京都市右京区嵯峨野秋街道町１１－１３ 府内 物　　件

20780 福田総合コンサルタント株式会社 藤原　邦彦 大阪市中央区北浜１丁目３番１４号 福田総合コンサルタント株式会社京都支社 千田　禅 京都市右京区嵯峨野秋街道町１１－１３ 府内 機械工作物

20780 福田総合コンサルタント株式会社 藤原　邦彦 大阪市中央区北浜１丁目３番１４号 福田総合コンサルタント株式会社京都支社 千田　禅 京都市右京区嵯峨野秋街道町１１－１３ 府内 営業補償・特殊補償

20780 福田総合コンサルタント株式会社 藤原　邦彦 大阪市中央区北浜１丁目３番１４号 福田総合コンサルタント株式会社京都支社 千田　禅 京都市右京区嵯峨野秋街道町１１－１３ 府内 事業損失

20780 福田総合コンサルタント株式会社 藤原　邦彦 大阪市中央区北浜１丁目３番１４号 福田総合コンサルタント株式会社京都支社 千田　禅 京都市右京区嵯峨野秋街道町１１－１３ 府内 補償関連

20780 福田総合コンサルタント株式会社 藤原　邦彦 大阪市中央区北浜１丁目３番１４号 福田総合コンサルタント株式会社京都支社 千田　禅 京都市右京区嵯峨野秋街道町１１－１３ 府内 総合補償

1230 フジ地中情報株式会社 深澤　貴 東京都港区海岸３丁目２０番２０号 フジ地中情報株式会社大阪支店 河野　鉄磨 大阪府箕面市船場東三丁目４番１７号 府外 上水道・工業用水道

1230 フジ地中情報株式会社 深澤　貴 東京都港区海岸３丁目２０番２０号 フジ地中情報株式会社大阪支店 河野　鉄磨 大阪府箕面市船場東三丁目４番１７号 府外 下水道

21572 株式会社復建エンジニヤリング 川村　栄一郎 東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１番１２号 株式会社復建エンジニヤリング大阪支社 仁賀木　康之 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２０番９号 府外 河川・砂防・海岸

21572 株式会社復建エンジニヤリング 川村　栄一郎 東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１番１２号 株式会社復建エンジニヤリング大阪支社 仁賀木　康之 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２０番９号 府外 港湾・空港

21572 株式会社復建エンジニヤリング 川村　栄一郎 東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１番１２号 株式会社復建エンジニヤリング大阪支社 仁賀木　康之 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２０番９号 府外 道　　路

21572 株式会社復建エンジニヤリング 川村　栄一郎 東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１番１２号 株式会社復建エンジニヤリング大阪支社 仁賀木　康之 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２０番９号 府外 鉄　　道

21572 株式会社復建エンジニヤリング 川村　栄一郎 東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１番１２号 株式会社復建エンジニヤリング大阪支社 仁賀木　康之 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２０番９号 府外 下水道

21572 株式会社復建エンジニヤリング 川村　栄一郎 東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１番１２号 株式会社復建エンジニヤリング大阪支社 仁賀木　康之 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２０番９号 府外 都市計画・地方計画

21572 株式会社復建エンジニヤリング 川村　栄一郎 東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１番１２号 株式会社復建エンジニヤリング大阪支社 仁賀木　康之 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２０番９号 府外 土質・基礎

21572 株式会社復建エンジニヤリング 川村　栄一郎 東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１番１２号 株式会社復建エンジニヤリング大阪支社 仁賀木　康之 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２０番９号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21572 株式会社復建エンジニヤリング 川村　栄一郎 東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１番１２号 株式会社復建エンジニヤリング大阪支社 仁賀木　康之 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２０番９号 府外 トンネル

21572 株式会社復建エンジニヤリング 川村　栄一郎 東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１番１２号 株式会社復建エンジニヤリング大阪支社 仁賀木　康之 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２０番９号 府外 施工計画施工設備積算

21572 株式会社復建エンジニヤリング 川村　栄一郎 東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１番１２号 株式会社復建エンジニヤリング大阪支社 仁賀木　康之 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２０番９号 府外 建設環境

21572 株式会社復建エンジニヤリング 川村　栄一郎 東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１番１２号 株式会社復建エンジニヤリング大阪支社 仁賀木　康之 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２０番９号 府外 地質調査業務

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 測量一般

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 地図の調整

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 航空測量

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 河川・砂防・海岸

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 港湾・空港

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 道　　路

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 鉄　　道

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 上水道・工業用水道

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 下水道

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 農業土木

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 廃棄物

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 造　　園

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 都市計画・地方計画

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 地　　質

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 土質・基礎

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 トンネル

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 施工計画施工設備積算

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 建設環境

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 地質調査業務

22092 株式会社復建技術コンサルタント 菅原　稔郎 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目７番２５号 株式会社復建技術コンサルタント関西支店 今道　洋 大阪市中央区博労町１－８－８ 府外 土地調査

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 測量一般

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 地図の調整

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 航空測量

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 建築士事務所登録



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 河川・砂防・海岸

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 港湾・空港

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 道　　路

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 鉄　　道

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 上水道・工業用水道

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 下水道

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 農業土木

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 森林土木

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 水産土木

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 廃棄物

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 造　　園

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 都市計画・地方計画

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 地　　質

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 土質・基礎

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 トンネル

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 施工計画施工設備積算

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 建設環境

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 地質調査業務

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 土地調査

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 物　　件

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 機械工作物

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 営業補償・特殊補償

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 事業損失

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 補償関連

20911 復建調査設計株式会社 來山　尚義 広島市東区光町２－１０－１１ 復建調査設計株式会社大阪支社 矢木　一光 大阪府大阪市淀川区西宮原１－４－１３ 府外 総合補償

20778 株式会社不二設計コンサルタント 植田  一男 大阪府柏原市安堂町１－２９ 株式会社不二設計コンサルタント京都営業所 淡島　徳博 京都府相楽郡精華町大字菅井小字北ノ堂１７番地１７ 府内 測量一般

20778 株式会社不二設計コンサルタント 植田  一男 大阪府柏原市安堂町１－２９ 株式会社不二設計コンサルタント京都営業所 淡島　徳博 京都府相楽郡精華町大字菅井小字北ノ堂１７番地１７ 府内 建築士事務所登録

20778 株式会社不二設計コンサルタント 植田  一男 大阪府柏原市安堂町１－２９ 株式会社不二設計コンサルタント京都営業所 淡島　徳博 京都府相楽郡精華町大字菅井小字北ノ堂１７番地１７ 府内 上水道・工業用水道

20778 株式会社不二設計コンサルタント 植田  一男 大阪府柏原市安堂町１－２９ 株式会社不二設計コンサルタント京都営業所 淡島　徳博 京都府相楽郡精華町大字菅井小字北ノ堂１７番地１７ 府内 下水道

20778 株式会社不二設計コンサルタント 植田  一男 大阪府柏原市安堂町１－２９ 株式会社不二設計コンサルタント京都営業所 淡島　徳博 京都府相楽郡精華町大字菅井小字北ノ堂１７番地１７ 府内 電気・電子

405 株式会社武揚堂 小島　武也 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 株式会社武揚堂大阪支店 宮本　賢一 大阪市中央区内本町一丁目２番１３号 府外 地図の調整

405 株式会社武揚堂 小島　武也 東京都中央区日本橋三丁目８番１６号 株式会社武揚堂大阪支店 宮本　賢一 大阪市中央区内本町一丁目２番１３号 府外 航空測量

21050 株式会社文化財サービス 出口　弘文 京都市伏見区北端町５８番地 府内 測量一般

21050 株式会社文化財サービス 出口　弘文 京都市伏見区北端町５８番地 府内 地図の調整

21050 株式会社文化財サービス 出口　弘文 京都市伏見区北端町５８番地 府内 航空測量

20986 株式会社プレック研究所 杉尾　大地 東京都千代田区麹町三丁目７番地６ 株式会社プレック研究所大阪事務所 佐々木　雅子 大阪市西区靭本町１丁目１４番１５号 府外 測量一般

20986 株式会社プレック研究所 杉尾　大地 東京都千代田区麹町三丁目７番地６ 株式会社プレック研究所大阪事務所 佐々木　雅子 大阪市西区靭本町１丁目１４番１５号 府外 建築士事務所登録

20986 株式会社プレック研究所 杉尾　大地 東京都千代田区麹町三丁目７番地６ 株式会社プレック研究所大阪事務所 佐々木　雅子 大阪市西区靭本町１丁目１４番１５号 府外 造　　園

20986 株式会社プレック研究所 杉尾　大地 東京都千代田区麹町三丁目７番地６ 株式会社プレック研究所大阪事務所 佐々木　雅子 大阪市西区靭本町１丁目１４番１５号 府外 都市計画・地方計画

20986 株式会社プレック研究所 杉尾　大地 東京都千代田区麹町三丁目７番地６ 株式会社プレック研究所大阪事務所 佐々木　雅子 大阪市西区靭本町１丁目１４番１５号 府外 建設環境

22097 株式会社平和ＩＴＣ 山本　武 福井県福井市渕一丁目１７０４番地 株式会社平和ＩＴＣ京都営業所 中村　浩行 京都府木津川市木津川奈良道４６－１－１０８ 府内 測量一般

22097 株式会社平和ＩＴＣ 山本　武 福井県福井市渕一丁目１７０４番地 株式会社平和ＩＴＣ京都営業所 中村　浩行 京都府木津川市木津川奈良道４６－１－１０８ 府内 土地調査

22097 株式会社平和ＩＴＣ 山本　武 福井県福井市渕一丁目１７０４番地 株式会社平和ＩＴＣ京都営業所 中村　浩行 京都府木津川市木津川奈良道４６－１－１０８ 府内 物　　件

22097 株式会社平和ＩＴＣ 山本　武 福井県福井市渕一丁目１７０４番地 株式会社平和ＩＴＣ京都営業所 中村　浩行 京都府木津川市木津川奈良道４６－１－１０８ 府内 機械工作物

22097 株式会社平和ＩＴＣ 山本　武 福井県福井市渕一丁目１７０４番地 株式会社平和ＩＴＣ京都営業所 中村　浩行 京都府木津川市木津川奈良道４６－１－１０８ 府内 営業補償・特殊補償

22097 株式会社平和ＩＴＣ 山本　武 福井県福井市渕一丁目１７０４番地 株式会社平和ＩＴＣ京都営業所 中村　浩行 京都府木津川市木津川奈良道４６－１－１０８ 府内 事業損失

22097 株式会社平和ＩＴＣ 山本　武 福井県福井市渕一丁目１７０４番地 株式会社平和ＩＴＣ京都営業所 中村　浩行 京都府木津川市木津川奈良道４６－１－１０８ 府内 補償関連

22097 株式会社平和ＩＴＣ 山本　武 福井県福井市渕一丁目１７０４番地 株式会社平和ＩＴＣ京都営業所 中村　浩行 京都府木津川市木津川奈良道４６－１－１０８ 府内 総合補償

2368 株式会社ヘッズ 大塚　守康 大阪市北区浪花町１２－２４ 府外 建築士事務所登録

2368 株式会社ヘッズ 大塚　守康 大阪市北区浪花町１２－２４ 府外 造　　園

2368 株式会社ヘッズ 大塚　守康 大阪市北区浪花町１２－２４ 府外 都市計画・地方計画

2368 株式会社ヘッズ 大塚　守康 大阪市北区浪花町１２－２４ 府外 建設環境

1246 ペンタフ株式会社 平田　喜彦 大阪府大阪市北区大淀中１丁目７番１０号 府外 測量一般

1794 株式会社ホクト 秋庭　弘吉 兵庫県朝来市和田山町枚田６６９－１ 府外 測量一般

1794 株式会社ホクト 秋庭　弘吉 兵庫県朝来市和田山町枚田６６９－１ 府外 地図の調整

1794 株式会社ホクト 秋庭　弘吉 兵庫県朝来市和田山町枚田６６９－１ 府外 航空測量



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20788 株式会社北斗エンジニアリング 中村　勝一 大阪府茨木市沢良宜西２丁目１７番４８号 株式会社北斗エンジニアリング丹後支店 廣居　正樹 京丹後市峰山町荒山４０２ 府内 測量一般

20788 株式会社北斗エンジニアリング 中村　勝一 大阪府茨木市沢良宜西２丁目１７番４８号 株式会社北斗エンジニアリング丹後支店 廣居　正樹 京丹後市峰山町荒山４０２ 府内 地図の調整

20788 株式会社北斗エンジニアリング 中村　勝一 大阪府茨木市沢良宜西２丁目１７番４８号 株式会社北斗エンジニアリング丹後支店 廣居　正樹 京丹後市峰山町荒山４０２ 府内 土地調査

10065 株式会社北陸環境科学研究所 山田　雅之 福井県福井市光陽４丁目４－２７ 府外 建設環境

20815 株式会社前田都市設計 前田  陽一郎 大阪市天王寺区清水谷町７－４ 株式会社前田都市設計京都事務所 福井　学 京都市下京区七条通新町西入夷之町７１６ 府内 建築士事務所登録

20763 株式会社桝谷設計 中元　網一 奈良市西ノ京町１０１番地１ 府外 建築士事務所登録

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 測量一般

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 建築士事務所登録

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 河川・砂防・海岸

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 道　　路

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 上水道・工業用水道

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 下水道

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 造　　園

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 都市計画・地方計画

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 土質・基礎

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 建設環境

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 地質調査業務

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 土地調査

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 土地評価

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 物　　件

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 機械工作物

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 営業補償・特殊補償

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 事業損失

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 補償関連

2417 株式会社間瀬コンサルタント 間瀬　哲 東京都世田谷区喜多見九丁目４－７ 株式会社間瀬コンサルタント京都営業所 西島  文朗 京都市北区出雲路松ノ下町１０－２１ 府内 総合補償

1801 株式会社マチイコンサルタント 町井  裕昌 綾部市上野町上野１００番地 府内 測量一般

1801 株式会社マチイコンサルタント 町井  裕昌 綾部市上野町上野１００番地 府内 地図の調整

1801 株式会社マチイコンサルタント 町井  裕昌 綾部市上野町上野１００番地 府内 鉄　　道

1801 株式会社マチイコンサルタント 町井  裕昌 綾部市上野町上野１００番地 府内 土地調査

20715 株式会社松井測量設計事務所 松井　一弘 京都府南丹市園部町栄町２－２３－８ 府内 測量一般

20715 株式会社松井測量設計事務所 松井　一弘 京都府南丹市園部町栄町２－２３－８ 府内 地図の調整

20715 株式会社松井測量設計事務所 松井　一弘 京都府南丹市園部町栄町２－２３－８ 府内 航空測量

20715 株式会社松井測量設計事務所 松井　一弘 京都府南丹市園部町栄町２－２３－８ 府内 土質・基礎

20715 株式会社松井測量設計事務所 松井　一弘 京都府南丹市園部町栄町２－２３－８ 府内 土地調査

1969 株式会社松田平田設計 江本　正和 東京都港区元赤坂１－５－１７ 株式会社松田平田設計大阪事務所 上村　晋 大阪府大阪市西区西本町１－４－１ 府外 建築士事務所登録

1969 株式会社松田平田設計 江本　正和 東京都港区元赤坂１－５－１７ 株式会社松田平田設計大阪事務所 上村　晋 大阪府大阪市西区西本町１－４－１ 府外 都市計画・地方計画

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 測量一般

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 地図の調整

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 航空測量

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 建築士事務所登録

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 河川・砂防・海岸

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 道　　路

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 上水道・工業用水道

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 下水道

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 農業土木

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 都市計画・地方計画

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 土質・基礎

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 建設環境

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 地質調査業務

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 土地調査

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 物　　件

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 営業補償・特殊補償

21882 株式会社松本コンサルタント 松本　祐一 徳島市東吉野町二丁目２４番地６ 株式会社松本コンサルタント京都営業所 松本　光男 木津川市木津川原田６３番地１５ 府内 事業損失

22506 有限会社丸重屋 平手　克治 京都市山科区勧修寺平田町５７番地 府内 測量一般

22506 有限会社丸重屋 平手　克治 京都市山科区勧修寺平田町５７番地 府内 河川・砂防・海岸



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

22506 有限会社丸重屋 平手　克治 京都市山科区勧修寺平田町５７番地 府内 土質・基礎

22506 有限会社丸重屋 平手　克治 京都市山科区勧修寺平田町５７番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

22506 有限会社丸重屋 平手　克治 京都市山科区勧修寺平田町５７番地 府内 トンネル

22506 有限会社丸重屋 平手　克治 京都市山科区勧修寺平田町５７番地 府内 建設環境

22483 株式会社水原建築設計事務所 水原　脩 滋賀県彦根市長曽根南町４４３番地 府外 建築士事務所登録

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 河川・砂防・海岸

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 港湾・空港

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 道　　路

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 下水道

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 水産土木

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 造　　園

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 都市計画・地方計画

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 地　　質

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 土質・基礎

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 トンネル

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 施工計画施工設備積算

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 建設環境

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 電気・電子

20704 三井共同建設コンサルタント株式会社 中野　宇助 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 三井共同建設コンサルタント株式会社京都営業所 増田　淳二 京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町５３５番地 府内 地質調査業務

20936 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルテイング株式会社池田　雅一 東京都港区虎ノ門５丁目１１番２号 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルテイング株式会社　大阪 和田　寿一 大阪市北区梅田２丁目５番２５号 府外 道　　路

20936 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルテイング株式会社池田　雅一 東京都港区虎ノ門５丁目１１番２号 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルテイング株式会社　大阪 和田　寿一 大阪市北区梅田２丁目５番２５号 府外 都市計画・地方計画

5912 株式会社三宅建築事務所 三宅　晃郎 京都市左京区仁王門通川端東入新丸太町３７番地の６ 府内 建築士事務所登録

22472 株式会社宮建築設計 宮本　博 徳島県徳島市福島１－５－６ 府外 建築士事務所登録

22472 株式会社宮建築設計 宮本　博 徳島県徳島市福島１－５－６ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

22503 株式会社みやこ設備設計 室谷　章二 京都市中京区壬生花井町２３ 府内 建築士事務所登録

20894 明治コンサルタント株式会社 林　雅一 北海道札幌市中央区南七条西１－２１－１ 明治コンサルタント株式会社大阪支店 小原　潤一 大阪府守口市京阪本通一丁目３番７号 府外 測量一般

20894 明治コンサルタント株式会社 林　雅一 北海道札幌市中央区南七条西１－２１－１ 明治コンサルタント株式会社大阪支店 小原　潤一 大阪府守口市京阪本通一丁目３番７号 府外 地図の調整

20894 明治コンサルタント株式会社 林　雅一 北海道札幌市中央区南七条西１－２１－１ 明治コンサルタント株式会社大阪支店 小原　潤一 大阪府守口市京阪本通一丁目３番７号 府外 河川・砂防・海岸

20894 明治コンサルタント株式会社 林　雅一 北海道札幌市中央区南七条西１－２１－１ 明治コンサルタント株式会社大阪支店 小原　潤一 大阪府守口市京阪本通一丁目３番７号 府外 道　　路

20894 明治コンサルタント株式会社 林　雅一 北海道札幌市中央区南七条西１－２１－１ 明治コンサルタント株式会社大阪支店 小原　潤一 大阪府守口市京阪本通一丁目３番７号 府外 森林土木

20894 明治コンサルタント株式会社 林　雅一 北海道札幌市中央区南七条西１－２１－１ 明治コンサルタント株式会社大阪支店 小原　潤一 大阪府守口市京阪本通一丁目３番７号 府外 地　　質

20894 明治コンサルタント株式会社 林　雅一 北海道札幌市中央区南七条西１－２１－１ 明治コンサルタント株式会社大阪支店 小原　潤一 大阪府守口市京阪本通一丁目３番７号 府外 土質・基礎

20894 明治コンサルタント株式会社 林　雅一 北海道札幌市中央区南七条西１－２１－１ 明治コンサルタント株式会社大阪支店 小原　潤一 大阪府守口市京阪本通一丁目３番７号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20894 明治コンサルタント株式会社 林　雅一 北海道札幌市中央区南七条西１－２１－１ 明治コンサルタント株式会社大阪支店 小原　潤一 大阪府守口市京阪本通一丁目３番７号 府外 トンネル

20894 明治コンサルタント株式会社 林　雅一 北海道札幌市中央区南七条西１－２１－１ 明治コンサルタント株式会社大阪支店 小原　潤一 大阪府守口市京阪本通一丁目３番７号 府外 建設環境

20894 明治コンサルタント株式会社 林　雅一 北海道札幌市中央区南七条西１－２１－１ 明治コンサルタント株式会社大阪支店 小原　潤一 大阪府守口市京阪本通一丁目３番７号 府外 地質調査業務

5926 株式会社森エンジニアリング 森  末廣 群馬県桐生市広沢町６－２６８－１ 株式会社森エンジニアリング京都支店 森　末廣 舞鶴市字市場竜宮７３９-３１ 府内 測量一般

5926 株式会社森エンジニアリング 森  末廣 群馬県桐生市広沢町６－２６８－１ 株式会社森エンジニアリング京都支店 森　末廣 舞鶴市字市場竜宮７３９-３１ 府内 河川・砂防・海岸

5926 株式会社森エンジニアリング 森  末廣 群馬県桐生市広沢町６－２６８－１ 株式会社森エンジニアリング京都支店 森　末廣 舞鶴市字市場竜宮７３９-３１ 府内 道　　路

5926 株式会社森エンジニアリング 森  末廣 群馬県桐生市広沢町６－２６８－１ 株式会社森エンジニアリング京都支店 森　末廣 舞鶴市字市場竜宮７３９-３１ 府内 上水道・工業用水道

5926 株式会社森エンジニアリング 森  末廣 群馬県桐生市広沢町６－２６８－１ 株式会社森エンジニアリング京都支店 森　末廣 舞鶴市字市場竜宮７３９-３１ 府内 下水道

5926 株式会社森エンジニアリング 森  末廣 群馬県桐生市広沢町６－２６８－１ 株式会社森エンジニアリング京都支店 森　末廣 舞鶴市字市場竜宮７３９-３１ 府内 農業土木

5926 株式会社森エンジニアリング 森  末廣 群馬県桐生市広沢町６－２６８－１ 株式会社森エンジニアリング京都支店 森　末廣 舞鶴市字市場竜宮７３９-３１ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

5926 株式会社森エンジニアリング 森  末廣 群馬県桐生市広沢町６－２６８－１ 株式会社森エンジニアリング京都支店 森　末廣 舞鶴市字市場竜宮７３９-３１ 府内 トンネル

5926 株式会社森エンジニアリング 森  末廣 群馬県桐生市広沢町６－２６８－１ 株式会社森エンジニアリング京都支店 森　末廣 舞鶴市字市場竜宮７３９-３１ 府内 施工計画施工設備積算

5926 株式会社森エンジニアリング 森  末廣 群馬県桐生市広沢町６－２６８－１ 株式会社森エンジニアリング京都支店 森　末廣 舞鶴市字市場竜宮７３９-３１ 府内 物　　件

20870 株式会社安井建築設計事務所 佐野　吉彦 大阪市中央区島町２－４－７ 府外 建築士事務所登録

20870 株式会社安井建築設計事務所 佐野　吉彦 大阪市中央区島町２－４－７ 府外 都市計画・地方計画

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 建築士事務所登録

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 河川・砂防・海岸

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 港湾・空港

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 電力土木

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 道　　路

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 鉄　　道

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 水産土木

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 廃棄物
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20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 造　　園

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 都市計画・地方計画

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 地　　質

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 土質・基礎

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 トンネル

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 施工計画施工設備積算

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 建設環境

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 機械

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 電気・電子

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 地質調査業務

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 土地調査

20852 八千代エンジニヤリング株式会社 出水　重光 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 梁田　信河 大阪市中央区城見一丁目４番７０号 府外 補償関連

20808 株式会社山崎設計 山崎　友也 京都市中京区西洞院通錦小路下ル蟷螂山町４６６ 府内 建築士事務所登録

1941 株式会社山下設計 藤田　秀夫 東京都中央区日本橋小網町６－１ 株式会社山下設計関西支社 筬島　亮 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 建築士事務所登録

1941 株式会社山下設計 藤田　秀夫 東京都中央区日本橋小網町６－１ 株式会社山下設計関西支社 筬島　亮 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 府外 都市計画・地方計画

20899 株式会社山田綜合設計 深尾　元詞 大阪市中央区大手通三丁目１番２号 府外 建築士事務所登録

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 測量一般

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 建築士事務所登録

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 道　　路

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 上水道・工業用水道

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 下水道

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 造　　園

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 都市計画・地方計画

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 土質・基礎

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 施工計画施工設備積算

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 建設環境

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 土地調査

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 土地評価

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 物　　件

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 機械工作物

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 営業補償・特殊補償

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 事業損失

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 補償関連

22206 株式会社ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 株式会社ＵＲリンケージ西日本支社京都営業所 中山　貴司 京都市南区西九条諸蔵王町５３－１－５０５ 府内 総合補償

20965 湯浅コンサルタント株式会社 湯浅　博之 京都市中京区富小路通二条下る俵屋町１９５ 府内 測量一般

20965 湯浅コンサルタント株式会社 湯浅　博之 京都市中京区富小路通二条下る俵屋町１９５ 府内 地図の調整

20965 湯浅コンサルタント株式会社 湯浅　博之 京都市中京区富小路通二条下る俵屋町１９５ 府内 道　　路

20965 湯浅コンサルタント株式会社 湯浅　博之 京都市中京区富小路通二条下る俵屋町１９５ 府内 上水道・工業用水道

21489 株式会社ユニオンリサーチ 小笠　博幸 大阪市西区京町堀一丁目６番２号 株式会社ユニオンリサーチ京都営業所 北本　賢吾 京都市伏見区成町８２９番地１ 府内 建築士事務所登録

21489 株式会社ユニオンリサーチ 小笠　博幸 大阪市西区京町堀一丁目６番２号 株式会社ユニオンリサーチ京都営業所 北本　賢吾 京都市伏見区成町８２９番地１ 府内 土地調査

21489 株式会社ユニオンリサーチ 小笠　博幸 大阪市西区京町堀一丁目６番２号 株式会社ユニオンリサーチ京都営業所 北本　賢吾 京都市伏見区成町８２９番地１ 府内 土地評価

21489 株式会社ユニオンリサーチ 小笠　博幸 大阪市西区京町堀一丁目６番２号 株式会社ユニオンリサーチ京都営業所 北本　賢吾 京都市伏見区成町８２９番地１ 府内 物　　件

21489 株式会社ユニオンリサーチ 小笠　博幸 大阪市西区京町堀一丁目６番２号 株式会社ユニオンリサーチ京都営業所 北本　賢吾 京都市伏見区成町８２９番地１ 府内 機械工作物

21489 株式会社ユニオンリサーチ 小笠　博幸 大阪市西区京町堀一丁目６番２号 株式会社ユニオンリサーチ京都営業所 北本　賢吾 京都市伏見区成町８２９番地１ 府内 営業補償・特殊補償

21489 株式会社ユニオンリサーチ 小笠　博幸 大阪市西区京町堀一丁目６番２号 株式会社ユニオンリサーチ京都営業所 北本　賢吾 京都市伏見区成町８２９番地１ 府内 事業損失

21489 株式会社ユニオンリサーチ 小笠　博幸 大阪市西区京町堀一丁目６番２号 株式会社ユニオンリサーチ京都営業所 北本　賢吾 京都市伏見区成町８２９番地１ 府内 補償関連

21140 株式会社横河建築設計事務所 鈴木　良典 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 株式会社横河建築設計事務所大阪事務所 高橋　敏行 大阪市中央区平野町２丁目６番６号 府外 建築士事務所登録

20373 株式会社ヨコタテック 小路　博之 大阪府大阪市浪速区桜川一丁目１番３２号 府外 測量一般

20373 株式会社ヨコタテック 小路　博之 大阪府大阪市浪速区桜川一丁目１番３２号 府外 地質調査業務

21026 株式会社淀川アクテス 池田　幸義 大阪市東淀川区豊新３－２５－１８ 株式会社淀川アクテス京都支店 須川　正広 京都市伏見区御駕籠町１５０番地５ 府内 道　　路

21026 株式会社淀川アクテス 池田　幸義 大阪市東淀川区豊新３－２５－１８ 株式会社淀川アクテス京都支店 須川　正広 京都市伏見区御駕籠町１５０番地５ 府内 上水道・工業用水道

21026 株式会社淀川アクテス 池田　幸義 大阪市東淀川区豊新３－２５－１８ 株式会社淀川アクテス京都支店 須川　正広 京都市伏見区御駕籠町１５０番地５ 府内 下水道

21026 株式会社淀川アクテス 池田　幸義 大阪市東淀川区豊新３－２５－１８ 株式会社淀川アクテス京都支店 須川　正広 京都市伏見区御駕籠町１５０番地５ 府内 土地調査

20734 ランドブレイン株式会社 吉武　祐一 東京都千代田区平河町１－２－１０ ランドブレイン株式会社大阪事務所 小笹　清 大阪市西区西本町１－３－１５ 府外 測量一般

20734 ランドブレイン株式会社 吉武　祐一 東京都千代田区平河町１－２－１０ ランドブレイン株式会社大阪事務所 小笹　清 大阪市西区西本町１－３－１５ 府外 建築士事務所登録

20734 ランドブレイン株式会社 吉武　祐一 東京都千代田区平河町１－２－１０ ランドブレイン株式会社大阪事務所 小笹　清 大阪市西区西本町１－３－１５ 府外 道　　路



令和４・５年度市外測量・建設コンサルタント業者名簿

業者番号 業者名 代表者氏名 住所 委任先名 委任先代表者名 委任先住所 地域区分 業種名

20734 ランドブレイン株式会社 吉武　祐一 東京都千代田区平河町１－２－１０ ランドブレイン株式会社大阪事務所 小笹　清 大阪市西区西本町１－３－１５ 府外 造　　園

20734 ランドブレイン株式会社 吉武　祐一 東京都千代田区平河町１－２－１０ ランドブレイン株式会社大阪事務所 小笹　清 大阪市西区西本町１－３－１５ 府外 都市計画・地方計画

1819 株式会社リオプラン 足立　恵子 兵庫県丹波市青垣町西芦田９９２－６ 府外 測量一般

1819 株式会社リオプラン 足立　恵子 兵庫県丹波市青垣町西芦田９９２－６ 府外 地図の調整

1819 株式会社リオプラン 足立　恵子 兵庫県丹波市青垣町西芦田９９２－６ 府外 航空測量

1819 株式会社リオプラン 足立　恵子 兵庫県丹波市青垣町西芦田９９２－６ 府外 河川・砂防・海岸

1819 株式会社リオプラン 足立　恵子 兵庫県丹波市青垣町西芦田９９２－６ 府外 道　　路

1819 株式会社リオプラン 足立　恵子 兵庫県丹波市青垣町西芦田９９２－６ 府外 地　　質

1819 株式会社リオプラン 足立　恵子 兵庫県丹波市青垣町西芦田９９２－６ 府外 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

1819 株式会社リオプラン 足立　恵子 兵庫県丹波市青垣町西芦田９９２－６ 府外 土地調査

1819 株式会社リオプラン 足立　恵子 兵庫県丹波市青垣町西芦田９９２－６ 府外 物　　件

20878 株式会社利協 武田  都弓 京都府京都市伏見区深草願成町３８番地の６ 府内 測量一般

20878 株式会社利協 武田  都弓 京都府京都市伏見区深草願成町３８番地の６ 府内 下水道

20878 株式会社利協 武田  都弓 京都府京都市伏見区深草願成町３８番地の６ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20823 株式会社緑景 瀬川  勝之 大阪市中央区上汐１丁目４番６号 府外 測量一般

20823 株式会社緑景 瀬川  勝之 大阪市中央区上汐１丁目４番６号 府外 建築士事務所登録

20823 株式会社緑景 瀬川  勝之 大阪市中央区上汐１丁目４番６号 府外 造　　園

20823 株式会社緑景 瀬川  勝之 大阪市中央区上汐１丁目４番６号 府外 都市計画・地方計画

20823 株式会社緑景 瀬川  勝之 大阪市中央区上汐１丁目４番６号 府外 建設環境

20723 株式会社類設計室 阿部　紘 大阪市淀川区西中島四丁目３－２ 府外 建築士事務所登録

20969 株式会社レック 三品　吉延 大阪府茨木市駅前三丁目２番２号 株式会社レック京都営業所 大杉　幸司 京都市下京区河原町通松原上る清水町２９５番地 府内 測量一般

20969 株式会社レック 三品　吉延 大阪府茨木市駅前三丁目２番２号 株式会社レック京都営業所 大杉　幸司 京都市下京区河原町通松原上る清水町２９５番地 府内 建築士事務所登録

20969 株式会社レック 三品　吉延 大阪府茨木市駅前三丁目２番２号 株式会社レック京都営業所 大杉　幸司 京都市下京区河原町通松原上る清水町２９５番地 府内 上水道・工業用水道

20859 ワークエンジニアリング株式会社 岩田　茂 京都市中京区間之町竹屋町下ル楠町６１０番地 府内 道　　路

20859 ワークエンジニアリング株式会社 岩田　茂 京都市中京区間之町竹屋町下ル楠町６１０番地 府内 農業土木

6282 株式会社ワールド設計 阪口　龍平 奈良県磯城郡田原本町大字三笠１５２－１０ 府外 建築士事務所登録

3641 若鈴コンサルタンツ株式会社 吉田　伸宏 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 若鈴コンサルタンツ株式会社関西支店 諏訪　和之 京都府京都市中京区東洞院竹屋町下ル三本木５－４７０ 府内 建築士事務所登録

3641 若鈴コンサルタンツ株式会社 吉田　伸宏 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 若鈴コンサルタンツ株式会社関西支店 諏訪　和之 京都府京都市中京区東洞院竹屋町下ル三本木５－４７０ 府内 河川・砂防・海岸

3641 若鈴コンサルタンツ株式会社 吉田　伸宏 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 若鈴コンサルタンツ株式会社関西支店 諏訪　和之 京都府京都市中京区東洞院竹屋町下ル三本木５－４７０ 府内 電力土木

3641 若鈴コンサルタンツ株式会社 吉田　伸宏 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 若鈴コンサルタンツ株式会社関西支店 諏訪　和之 京都府京都市中京区東洞院竹屋町下ル三本木５－４７０ 府内 道　　路

3641 若鈴コンサルタンツ株式会社 吉田　伸宏 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 若鈴コンサルタンツ株式会社関西支店 諏訪　和之 京都府京都市中京区東洞院竹屋町下ル三本木５－４７０ 府内 上水道・工業用水道

3641 若鈴コンサルタンツ株式会社 吉田　伸宏 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 若鈴コンサルタンツ株式会社関西支店 諏訪　和之 京都府京都市中京区東洞院竹屋町下ル三本木５－４７０ 府内 下水道

3641 若鈴コンサルタンツ株式会社 吉田　伸宏 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 若鈴コンサルタンツ株式会社関西支店 諏訪　和之 京都府京都市中京区東洞院竹屋町下ル三本木５－４７０ 府内 農業土木

3641 若鈴コンサルタンツ株式会社 吉田　伸宏 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 若鈴コンサルタンツ株式会社関西支店 諏訪　和之 京都府京都市中京区東洞院竹屋町下ル三本木５－４７０ 府内 都市計画・地方計画

3641 若鈴コンサルタンツ株式会社 吉田　伸宏 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 若鈴コンサルタンツ株式会社関西支店 諏訪　和之 京都府京都市中京区東洞院竹屋町下ル三本木５－４７０ 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

3641 若鈴コンサルタンツ株式会社 吉田　伸宏 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 若鈴コンサルタンツ株式会社関西支店 諏訪　和之 京都府京都市中京区東洞院竹屋町下ル三本木５－４７０ 府内 地質調査業務

3641 若鈴コンサルタンツ株式会社 吉田　伸宏 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目４５０番地 若鈴コンサルタンツ株式会社関西支店 諏訪　和之 京都府京都市中京区東洞院竹屋町下ル三本木５－４７０ 府内 土地調査

20703 株式会社和田測量設計事務所 井上　善嗣 京都市右京区西京極西大丸町６４番地 府内 測量一般

20703 株式会社和田測量設計事務所 井上　善嗣 京都市右京区西京極西大丸町６４番地 府内 地図の調整

20703 株式会社和田測量設計事務所 井上　善嗣 京都市右京区西京極西大丸町６４番地 府内 河川・砂防・海岸

20703 株式会社和田測量設計事務所 井上　善嗣 京都市右京区西京極西大丸町６４番地 府内 道　　路

20703 株式会社和田測量設計事務所 井上　善嗣 京都市右京区西京極西大丸町６４番地 府内 鋼構造・ｺﾝｸﾘｰﾄ

20703 株式会社和田測量設計事務所 井上　善嗣 京都市右京区西京極西大丸町６４番地 府内 土地調査

20907 株式会社ヴェネックス 中尾　康彦 兵庫県養父市大屋町大屋市場４番地 府外 建築士事務所登録


