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令和３・４年度入札参加資格者名簿（コンサル）
（50音順）

受付番号 法人番号 商号又は名称 代表者氏名 所在地

1 5240001000219 （株）アーヴェル 飯尾　芳之 広島県広島市佐伯区五日市４－２－３１
2 7240001025478 アーク（株） 古谷　和生 広島県呉市吉浦宮花町７－５
3 4240001025464 （株）アース開発コンサルタント 飯川　松義 広島県呉市郷原町７１４０－１
4 2011101000547 （株）アーバントラフィックエンジニアリング 鈴木　弘幸 東京都新宿区四谷１－２０
5 6010401000963 （株）アール・アイ・エー 梅澤　隆 東京都港区港南１－２－７０
6 8013201011088 （株）アイ・エス・エス 丸山　明 東京都港区南麻布５－２－３２
7 8240001021682 相生エンジニアリング（株） 森脇　克彦 広島県広島市西区小河内町２－１－６
8 9240001000124 アイコオ設計（株） 島田　祐作 広島県広島市安佐南区川内２－５－１７
9 9280001002777 （株）アイ・コミュニケーション 目次　真司 島根県松江市北陵町４６－４

10 7240001000142 （株）アイ・シー・エム 井村　俊文 広島県広島市西区上天満町２－１６
11 6240001020843 （株）あい設計 清水　慶典 広島県広島市東区上大須賀町１０－１６
12 5470001004717 （株）アイ・ティー・シー 堀　修一 香川県高松市上林町３０９－１
13 5240001000292 （株）安芸建設コンサルタント 西家　宗利 広島県広島市安芸区船越南４－３－２５
14 8260001000180 （株）アクアプランニング 楳田　吉正 岡山県岡山市北区野田３－１１－３５
15 8120001040851 （株）アコード 福留　純子 大阪府大阪市西区京町堀１－１０－１４
16 6240002000019 （有）アサヒ建築設計事務所 苗村　雅和 広島県広島市中区南竹屋町５－２２
17 6240001028390 （株）アサヒテクノリサーチ 加藤　幹夫 広島県大竹市晴海２－１０－２２
18 6011101000700 アジア航測（株） 畠山　仁 東京都新宿区西新宿６－１４－１
19 9010701000413 （株）梓設計 杉谷　文彦 東京都大田区羽田旭町１０－１１
20 2260001019499 アセス（株） 松永　誠 岡山県津山市中北上１７３１－２
21 1020001064917 （株）アトリエ・アンド・アイ 坂本　一成 神奈川県川崎市麻生区多摩美１－８－７
22 - 安部良アトリエ一級建築士事務所 安部　良 東京都港区元麻布２－５－１９
23 1013201003901 （株）新居千秋都市建築設計 新居　千秋 東京都目黒区祐天寺２－１４－１９
24 3240001000641 （株）荒谷建設コンサルタント 荒谷　悦嗣 広島県広島市中区江波西１－２５－５
25 5240001000672 （株）有馬労働衛生コンサルタント事務所 奥田　和宏 広島県広島市南区青崎１－１６－３０
26 7120001037196 （株）阿波設計事務所 湯浅　武夫 大阪府大阪市浪速区元町２－２－１２
27 7140001004401 安西工業（株） 清水　章弘 兵庫県神戸市西区上新地３－３－１
28 6010002038701 （株）イー・エー・ユー 崎谷　浩一郎 東京都文京区本郷２－３５－１０
29 2290001023259 （株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 藤本　尚伸 福岡県福岡市博多区対馬小路１－２１
30 3010001000524 （株）イ・エス・エス 西谷　保 東京都文京区小石川１－１－１７
31 2240002025366 （有）池崎設計 大上　信一 広島県広島市中区西白島町４－８
32 6010001010636 （株）石本建築事務所 長尾　昌高 東京都千代田区九段南４－６－１２
33 6240001039487 （株）イズタコンサルタント 泉田　義博 広島県三原市宮浦３－３４－１０
34 7010901005494 いであ（株） 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢３－１５－１
35 9200001013229 （株）イビソク 森　允 岐阜県大垣市築捨町３－１０２
36 2240001015302 （株）イミプラン 福岡　保史 広島県広島市中区西川口町６－１
37 4260001000622 （株）ウエスコ 北村　彰秀 岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５
38 5011101016763 （株）ウォーターエージェンシー 榊原　秀明 東京都新宿区東五軒町３－２５
39 3260001000656 （株）ウジョウ 廣瀬　総一郎 岡山県岡山市北区東島田町１－５－２０
40 4010002043397 （有）ウッドサークル 中田　英史 東京都中央区日本橋人形町２－１６－２－４階

41 4250001003056 宇部興産コンサルタント（株） 森岡　研三 山口県宇部市大字東須恵３８９７－２
42 9240001026994 ウムヴェルト（株） 平賀　勝秀 広島県呉市阿賀南８－１－７
43 8011101002538 （株）エイアンドティ建築研究所 増田　裕康 東京都新宿区新宿１－３４－８
44 3240001032057 （株）エイチテック 岡田　宏 広島県福山市川口町１－１６－３５
45 4011001059252 （株）エイテック 橘　義規 東京都渋谷区本町４－１２－７
46 7260001000735 （株）エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１
47 9240001014818 （株）エナプラン 奈村　日善 広島県広島市南区的場町1－７－１０
48 5240001006562 （株）エヌ・イーサポート 長田　智久 広島県広島市西区己斐本町３－１３－１６
49 9011001003973 （株）ＮＨＫテクノロジーズ 野口　周一 東京都渋谷区神山町４－１４
50 9240001001428 （株）ＮＳＰ設計 岩崎　均 広島県広島市中区東千田町２－９－５７
51 3240002039646 （有）エヌシーエム 野田　洋子 広島県福山市御幸町大字下岩成１０３５－２

52 6011101045308 （株）ＮＪＳ 村上　雅亮 東京都港区芝浦１－１－１
53 2180001039299 ＮＴＣコンサルタンツ（株） 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５
54 9370001020968 （株）エネ・グリーン 谷川　嘉孝 広島県広島市南区稲荷町４－１
55 9160001001717 （株）エフウォーターマネジメント 岡本　伸康 滋賀県大津市中央１－６－１１
56 9240001001485 （株）エフ・ケー・シー 森山　学 広島県広島市東区光町２－１１－３１
57 6280001000115 （株）エブリプラン 肥後　淳平 島根県松江市北陵町４６－６
58 9240001029980 エボシ技工調査設計（株） 仲井　久敏 広島県福山市引野町字中山１０４８－６
59 - ＭＡＳＡＡ 高藤　聡美 広島県東広島市西条西本町２５－２５
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60 6010701019885 （株）遠藤克彦建築研究所 遠藤　克彦 東京都港区浜松町１－９－１１
61 2010001034531 応用地質（株） 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町７
62 9013201001170 （株）オオバ 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町３－７－１
63 2240001005947 大旗連合建築設計（株） 大旗　祥 広島県広島市中区大手町３－８－２４
64 3240001015441 （株）岡田積算建築設計 岡田　泰司 広島県広島市中区平野町１１－１２
65 9240002050234 （有）小川設計 小川　誠司 広島県尾道市東則末町３－１７
66 8240001016575 （株）小川不動産鑑定 小川　和夫 広島県広島市中区八丁堀７－２
67 1240001001939 （株）沖本初建築設計事務所 沖本　初 広島県広島市中区鶴見町２－２１
68 4011001005165 （株）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
69 8011001065098 オリジナル設計（株） 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町３０－１３
70 2200001013350 （株）オリンピアコンサルタント 長瀬　功一 岐阜県大垣市小野４－４０－１
71 9260001012869 海洋建設（株） 片山　真基 岡山県倉敷市大畠１－６－１２
72 5250001000135 （株）片岡計測器サービス 川久保　雄太 山口県山口市朝田５４１－１
73 1010001001854 （株）片平新日本技研 保崎　康夫 東京都文京区小石川２－２２－２
74 7010401037591 川崎地質（株） 栃本　泰浩 東京都港区三田２－１１－１５
75 5010401006648 （株）環境デザイン研究所 仙田　順子 東京都港区六本木５－１２－２２

322 7240001022145 (株)かんくう建築デザイン 黒田　泰弘 広島県広島市安佐南区八木３－３８－３２
76 1010901002720 管清工業（株） 長谷川　健司 東京都世田谷区上用賀１－７－３
77 7240001002188 （株）感性舎 藤原　正道 広島県広島市中区十日市町２－７－１８
78 2010601036670 基礎地盤コンサルタンツ（株） 柳浦　良行 東京都江東区亀戸１－５－７
79 2160001010600 キタイ設計（株） 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０
80 3240001045562 （株）木下エネルギーソリューションズ 神原　雅弘 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内５９９８－１

81 3240002004583 （株）木下組 神原　雅弘 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内５９９８－１

82 3240001016464 キュートク（株） 武　利寛 広島県広島市西区南観音７－１１－５
83 9010001075610 （株）教育施設研究所 飯田　順一 東京都中央区日本橋本町３－４－７
84 1010001100425 （株）ぎょうせい 成吉　弘次 東京都江東区新木場１－１８－１１
85 7120001062921 共同設計（株） 飯田　精三 大阪府大阪市北区西天満５－１０－１４
86 3240001047674 （株）協同調査 小坂　弘明 広島県広島市安佐南区高取北３－２－１６－１

87 2011001006553 （株）協和コンサルタンツ 山本　満 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１
88 2120901006107 （株）極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２－３－２６
89 6240001002585 （株）近代設計コンサルタント 小瀧　宏治 広島県広島市中区国泰寺町１－８－３０
90 8240001039015 久保測量（株） 丸田　幹夫 広島県世羅郡世羅町本郷７０５－６
91 7120001199342 クリアウォーターＯＳＡＫＡ（株） 河谷　幸生 大阪府大阪市中央区船場中央２－２－５－２３３

92 2120001115147 （株）グリーンエコ 岡村　雅明 大阪府大阪市中央区南船場１－１７－１１
93 4240001022684 （株）グリーンコンサル 宮崎　康弘 広島県東広島市志和町別府４９７－２
94 7240001003021 （株）車田建築設計事務所 車田　聡 広島県広島市中区大手町２－５－１１
95 7240001003054 ケイ・エム調査設計（株） 三宅　啓文 広島県広島市西区三篠北町１６－１２
96 3240001003058 （株）Ｋ構造研究所 豊田　隆雄 広島県広島市南区金屋町２－１５
97 4013301013608 （株）建設環境研究所 浦川　雅太 東京都豊島区東池袋２－２３－２
98 7010001042703 （株）建設技術研究所 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１
99 9011601002061 （株）現代計画研究所 今井　信博 東京都練馬区豊玉北６－４－４－２０１

100 1250001012118 現代設計（株） 村重　盛紀 山口県岩国市柱野７７９－３
101 2240001003141 建築技術設計（株） 高野　栄一 広島県広島市中区平野町１１－１２
102 3240005013788 （同）建築設計団ＳＯＵ間 前岡　正伸 広島県広島市安佐南区長束５－３３－１９
103 6490001000837 （株）工栄 田所　千明 高知県高知市鳥越５４－４
104 6240002048066 幸輝測量（有） 原田　奈々美 広島県安芸郡海田町幸町３－１６
332 2490001005261 （株）高建総合コンサルタント 福留　明男 高知県四万十市駅前町２－３
105 3010005002707 （一財）高度映像情報センター 久保田　了司 東京都千代田区霞が関３－２－１
106 7010002001468 （有）香山建築研究所 長谷川　祥久 東京都文京区本郷２－１２－１０
107 9010001008669 国際航業（株） 土方　聡 東京都新宿区北新宿２－２１－１
108 6010901004126 国土情報開発（株） 羽田　寛 東京都世田谷区池尻２－７－３
109 1240001014387 コスモエンジニアリング（株） 橋本　諭 広島県広島市安佐北区落合５－２８－１１
110 7240005014626 こすも土地家屋調査士法人 木村　倫子 広島県広島市安佐北区落合５－２８－１１
111 6290001013165 （株）コスモリサーチ 築山　邦弘 福岡県福岡市博多区春町２－８－９
326 1240001018776 (株)兒玉鑑定 兒玉　栄威 広島県広島市中区八丁堀２－４
112 3240001038062 （株）小西建築設計事務所 小西　琢真 広島県尾道市土堂２－８－１１
113 6011501006529 （株）サーベイリサーチセンター 藤澤　士朗 東京都荒川区西日暮里２－４０－１０
114 3240001022537 西条電気（株） 正原　孝司 広島県東広島市西条昭和町５－１０
115 8240001018621 （株）酒井建築コンサルタント 酒井　俊壮 広島県広島市西区井口台４－６－１
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116 1240001005106 さくら建築設計（株） 正木　繁康 広島県広島市東区牛田早稲田１－２２－１３

117 3250001008816 （株）笹戸建築事務所 小倉　凡 山口県周南市新町１－４９
118 7240001030701 （株）佐藤設計 佐藤　慶和 広島県福山市千代田町１－１６－２１
119 4010601034111 （株）佐藤総合計画 細田　雅春 東京都墨田区横網２－１０－１２
120 7120001064604 （株）三水コンサルタント 山崎　義広 大阪府大阪市北区中之島６－２－４０
121 6180001036144 （株）三祐コンサルタンツ 久野　格彦 愛知県名古屋市東区代官町３５－１６
122 5240001003717 三洋企業（株） 谷本　次郎 広島県広島市安佐南区祇園２－６－３２
123 4240001012859 （株）山陽技術コンサルタント 坂村　雄治 広島県広島市安佐南区上安１－１２－２７
124 8120001055536 （株）サンリーク 中田　正幸 大阪府大阪市淀川区宮原１－１９－２３
125 1210001001479 （株）サンワコン 奥居　淳 福井県福井市花堂北１－７－２５
126 7010001017011 三和電子（株） 鍋田　政志 東京都千代田区神田猿楽町２－１－６
127 3011001010001 （株）シアターワークショップ 伊東　正示 東京都渋谷区神宮前６－２３－３
128 2240001007217 （株）ＧＫデザイン総研広島 彌中　敏和 広島県広島市中区大手町４－６－１６
129 8011001027271 （株）シーラカンスアンドアソシエイツ 赤松　佳珠子 東京都渋谷区恵比寿西１－２０－５
130 8011301008293 シーラカンスケイアンドエイチ（株） 堀場　弘 東京都杉並区永福２－２３－５
131 7120001055727 ジェイアール西日本コンサルタンツ（株） 土肥　弘明 大阪府大阪市淀川区西中島５－４－２０
132 8240002027729 ジェイシィ・プラニング（有） 竹廣　潔 広島県東広島市西条町田口２７６５－１
133 6280001002284 （株）ジェクト 宅和　修 島根県松江市浜佐田町９３９－３
134 7240002007491 （有）シグマ建築事務所 山下　竜正 広島県広島市中区小町１－２７
135 6500001012640 四国環境整備興業（株） 青野　通久 愛媛県今治市国分１－１－１８
136 7240001014241 （株）シビル調査設計 元井　康則 広島県広島市佐伯区旭園３－３３
137 9122001018711 （株）島田組 岩立　二郎 大阪府八尾市弓削町南３－２０－２
138 3120001023704 写測エンジニアリング（株） 永露　潔 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５
139 7011001028717 （株）翔設計 貴船　美彦 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２４－１５
140 6230001008261 （株）上智 金木　春男 富山県砺波市千代１７６－１
323 6011501002206 昭和（株） 本島　哲也 東京都北区上中里１－１１－８
141 9280001005037 （株）昭和測量設計事務所 田原　毅 島根県益田市高津４－１４－６
142 8240001027820 （株）進栄コンサルタント 天田　章 広島県呉市中央３－５－６－６０１
143 4240001021389 （株）進栄不動産鑑定 村永　朋 広島県広島市中区本川町１－１－２５
144 3240001004543 新開発コンサルタント（株） 鈴木　宏昭 広島県広島市東区光町１－３－５
145 7240001004671 （株）新東コンサルタント 岩本　猛 広島県広島市西区楠木町３－１５－１１
147 6240001005175 （株）杉田三郎建築設計事務所 杉田　輝征 広島県広島市中区上八丁堀７－５
148 9120001117780 （株）スリーエスコンサルタンツ 北野　和孝 大阪府大阪市北区中崎西２－４－１２
149 3080001016530 （株）静環検査センター 徳田　茂 静岡県藤枝市高柳２３１０
331 - 瀬川土地家屋調査士事務所 瀬川　純一 広島県広島市南区西霞町６－１７
150 2240001005550 （株）設備計画 呼坂　政明 広島県広島市西区中広町２－６－７
151 9240001037257 （株）セトウチ 土肥　真也 広島県竹原市東野町１５８－３
152 4240001005516 （株）瀬戸内開発コンサルタント 飯田　昇 広島県広島市西区大宮２－２－２
153 2240005012774 （公社）瀬戸内海海上安全協会 金田　幸三 広島県広島市南区的場町１－３－６
154 7120001082688 （株）セリオス 須崎　恭弘 大阪府大阪市中央区瓦町２－４－１０
155 1010001088264 セントラルコンサルタント（株） 木原　一行 東京都中央区晴海２－５－２４
156 5290801002046 （株）ゼンリン 高山　善司 福岡県北九州市小倉北区室町１－１－１
157 8010001078721 （株）綜企画設計 原　澄雄 東京都中央区日本橋蛎殻町１－３０－５
158 7240002031500 （有）総建開発 田部　隆良 広島県庄原市新庄町５５１－１
159 9240001026078 総合技研（株） 久保　正裕 広島県呉市吉浦東町１２－１７
160 3140001036398 （株）相互設計事務所 花川　泰博 兵庫県三木市大村１１１４
161 3240001005756 第一コンテク（株） 西川　済 広島県広島市安佐北区安佐町飯室４８４７－１

162 5240001005762 （株）第一総合エンジニア 上田　清文 広島県広島市安佐南区川内２－３－５３－７

330 6120101041611 大栄環境（株） 金子　文雄 大阪府和泉市テクノステージ２－３－２８
163 7120001044853 （株）大建設計 菅野　尚教 大阪府大阪市西区京町堀１－１３－２０
164 2240001005880 （株）大広エンジニアリング 正木　普 広島県広島市西区南観音７－１３－１４
325 4011101011872 大成エンジニアリング(株) 岩﨑　信治 東京都新宿区馬場下町１－１
165 8013301006938 大日本コンサルタント（株） 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町３００
166 4240001031207 ダイホーコンサルタント（株） 法堂　一成 広島県福山市明神町１－５－３８
167 8010001076774 （株）ダイヤコンサルタント 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町３００
168 1290001049098 大和コンサル（株） 中嶋　義和 福岡県久留米市城南町２３－３
329 8280001004601 （株）ダイワ測量 栗栖　和洋 島根県江津市嘉久志町イ６２２－４
169 8010601025692 大和探査技術（株） 長谷川　俊彦 東京都江東区東陽５－１０－４
170 4120001077476 大和リース（株） 北　哲弥 大阪府大阪市中央区農人橋２－１－３６
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171 7240001006354 （株）宝工務店 田中　敏彦 広島県広島市中区南千田東町１－２３
172 1240001006384 （株）ダック 平佐　敬 広島県広島市中区鶴見町４－２５
173 4250001010259 （株）巽設計コンサルタント 光井　謙二 山口県光市光ケ丘５－１
174 5120001045309 （株）谷澤総合鑑定所 川藤　等 大阪府大阪市北区中之島２－２－７
176 - 樽田設計 樽田　博孝 広島県広島市中区光南４－５－２４
177 3320001001763 （株）地域科学研究所 平井　慎一 大分県大分市東春日町１－１
327 1120011131582 （株）地域環境システム研究所 畑間　慎哉 大阪府大阪市北区豊崎３－１０－２
178 6240001011033 （株）地域計画工房 藤岡　憲三 広島県広島市西区三篠町３－３－３
179 7120001145148 （株）地域未来研究所 赤田　浩志 大阪府大阪市北区堂島１－５－１７
180 3240001031323 （株）知久設計 高杉　鶴雄 広島県福山市坪生町２２５－１
181 4240005013275 （同）地質調査技士同友会 升谷　健治郎 広島県福山市駅家町大字服部本郷２０２－２

182 5011101012993 中央開発（株） 田中　誠 東京都新宿区西早稲田３－１３－５
183 7240001023382 （株）中央鑑定所 林　栄一 広島県東広島市西条朝日町１０－１８
184 3011101013003 中央建鉄（株） 平石　雅也 東京都新宿区高田馬場２－２－１３
185 5011401004138 （株）中央ジオマチックス 田中　尚行 東京都板橋区舟渡３－１５－２２
186 9220001004250 （株）中央設計技術研究所 笠松　英昭 石川県金沢市広岡３－３－７７
187 5240001006942 中外テクノス（株） 福馬　聡之 広島県広島市西区横川新町９－１２
188 2240001022711 （株）中建コンサルタント 行正　高俊 広島県東広島市西条大坪町９－５８
189 6240001006586 中国開発調査（株） 寺田　博行 広島県広島市西区庚午中２－１３－２４
190 4240001006588 中国工務（株） 山田　雅昭 広島県広島市安佐南区八木８－２１－２８
191 3250001003420 中国水工（株） 石崎　一雄 山口県宇部市居能町１－５－３３
192 9240001006666 中国セントラルコンサルタント（株） 前岡　智之 広島県広島市西区楠木町1－９－７
193 6240001006727 中国地下工業（株） 浅間　康史 広島県広島市安佐南区中筋３－１７－８
194 6240001006974 中電技術コンサルタント（株） 坪井　俊郎 広島県広島市南区出汐２－３－３０
195 5010001050435 （株）長大 野本　昌弘 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４
333 6140001032221 （株）ティーハウス建築設計事務所 槻橋　久仁子 兵庫県神戸市中央区元町通６－７－１０－５０３

196 5290001023421 （株）テクノスジャパン 垣本　政輝 福岡県福岡市博多区光丘町３－１－５
197 6240001040032 （株）テラエンジニヤ 石本　政和 広島県三原市沼田西町小原１５０４－１０
198 4010001008723 電気興業（株） 近藤　忠登史 東京都千代田区丸の内３－３－１
199 - 土井一秀建築設計事務所 土井　一秀 広島県広島市西区庚午中３－４－２５
200 6013301007970 （株）東京建設コンサルタント 大村　善雄 東京都豊島区北大塚１－１５－６
201 6010001034247 （株）東京設計事務所 狩谷　薫 東京都千代田区霞が関３－７－１
202 6030001005972 （株）東建ジオテック 越智　勝行 埼玉県さいたま市浦和区仲町３－１３－１０

203 1010501029809 （株）東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都豊島区東池袋４－４１－２４
204 8290001044241 東洋コンサルタント（株） 吉郷　高治 福岡県朝倉郡筑前町松延７９６－３７
205 5240001018450 東和環境科学（株） 平川　剛 広島県広島市中区舟入町６－５
206 7240001018449 （株）東和テクノロジー 友田　啓二郎 広島県広島市中区広瀬北町３－１１
207 7240001007419 （株）トーア・コンサルタント 川村　裕一 広島県広島市中区舟入本町１０－２０
208 - 戸川建築事務所 戸川　浩一 広島県広島市西区福島町２－１４－４
209 6120001067896 （株）徳岡設計 徳岡　浩二 大阪府大阪市中央区本町橋５－１４
210 2480001001765 （株）トクスイ 滝本　佳範 徳島県徳島市川内町沖島８４
211 2240001021903 都市環境整備（株） 和田　洋一郎 広島県広島市西区西観音町１５－９
212 9240001007648 （株）都市工学コンサルタント 矢野　隆之 広島県広島市南区段原山崎２－２－１７
213 1130001011313 内外エンジニアリング（株） 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町１－１４１
214 4130001025120 （株）内藤建築事務所 川本　雄三 京都府京都市左京区田中大堰町１８２
215 9240001007813 仲子盛進綜合環境デザイン（株） 仲子　盛進 広島県広島市西区己斐本町１－２３－１５－２０５

216 7180001039179 中日本建設コンサルタント（株） 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦１－８－６
217 - 中浜建築設計事務所 中浜　三博 広島県尾道市山波町２８７９－７
218 8280001003297 （株）中林建築設計事務所 中林　直文 島根県出雲市今市町北本町５－４－３
219 7240002011923 （有）中村不動産鑑定 中村　真二 広島県広島市中区八丁堀６－７－６０３
220 1120901001496 （株）浪速技研コンサルタント 青木　寛章 大阪府茨木市下穂積１－２－２９
221 5500001002956 南海測量設計（株） 藤村　修作 愛媛県松山市中村３－１－７
222 3290801007047 （株）西建設計 重信　豊 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町１－１－１
223 1240001003175 （株）西日本エイテック 牧　豊 広島県広島市中区富士見町１６－２２
224 8490001001726 （株）西日本科学技術研究所 福留　いく子 高知県高知市若松町９－３０
225 8240001009430 西日本高速道路エンジニアリング中国（株） 北村　弘和 広島県広島市西区西観音町２－１
226 2120901015842 西日本高速道路ファシリティーズ（株） 瀬戸山　聡 大阪府茨木市東中条町１－６
227 7120001077523 西日本電信電話（株） 森林　正彰 大阪府大阪市都島区東野田町４－１５－８２

228 7010001008737 ニチレキ（株） 小幡　学 東京都千代田区九段北４－３－２９
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229 7120001086623 （株）日建技術コンサルタント 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町６－４－３
230 9240001023769 （株）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
231 9120001086670 （株）日産技術コンサルタント 宮脇　佳史 大阪府大阪市中央区大手前１－２－１５
232 5010001108877 （株）日新技術コンサルタント 柴田　功 東京都中央区日本橋堀留町１－５－７
233 4490001001754 日進設備工業（株） 岡崎　敏子 高知県高知市百石町４－１１－６
234 9260001005220 日進測量（株） 松枝　正剛 岡山県岡山市中区清水３６６－２
235 3011101015783 （株）日水コン 間山　一典 東京都新宿区西新宿６－２２－１
236 2011001108052 （株）日総建 濱田　幸一 東京都渋谷区幡ヶ谷１－３４－１４
237 7010001053304 日特建設（株） 和田　康夫 東京都中央区東日本橋３－１０－６
238 7120001040927 （株）日本インシーク 小林　祐太 大阪府大阪市中央区南本町３－６－１４
239 2020005010230 （一財）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
240 3120901007847 日本環境分析センター（株） 中元　章博 大阪府摂津市千里丘５－１６－２１
241 9140001069797 日本管財（株） 福田　慎太郎 兵庫県西宮市六湛寺町９－１６
242 6140001002901 日本技術サービス（株） 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３－１１－２
243 6010405010463 （一社）日本建設機械施工協会 金井　道夫 東京都港区芝公園３－５－８
244 2010001016851 日本工営（株） 新屋　浩明 東京都千代田区麹町５－４
175 4180001031246 日本工営都市空間（株） 吉田　典明 愛知県名古屋市東区東桜２－１７－１４
245 4010001118043 （株）日本構造橋梁研究所 前田　晴人 東京都千代田区岩本町３－８－１５
246 7180002058979 （有）日本交通流動リサーチ 井上　英明 愛知県名古屋市名東区名東本町１８
247 9010405001030 （一財）日本消防設備安全センター 北崎　秀一 東京都港区西新橋３－７－１
248 4010001062217 日本水工設計（株） 本名　元 東京都中央区勝どき３－１２－１
249 1240001032884 （株）日本総合科学 近本　陽一 広島県福山市箕島町南丘３９９－４６
250 2010901009013 日本測地設計（株） 松崎　明毅 東京都新宿区高田馬場３－２３－６
251 3011401007183 日本調査（株） 窪田　智光 東京都板橋区板橋１－４８－１７
252 4260001005027 （株）日本都市工学設計 稲村　禎彦 岡山県岡山市北区石関町１－９
253 2010405009567 （一財）日本不動産研究所 日原　洋文 東京都港区虎ノ門１－３－１
254 5120001073004 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 田伏　重成 大阪府大阪市北区同心１－７－１４
255 6021001014543 （株）日本レップス 川島　幹夫 神奈川県横浜市中区元浜町３－１５
256 5480001003577 （株）日本漏防コンサルタント 新垣　光勇 徳島県徳島市南田宮２－７－４
257 1240001008653 （株）ニュー技術 高橋　茂樹 広島県広島市佐伯区城山１－１－３
258 2120001086883 （株）ニュージェック 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東２－３－２０
259 8240001008663 （株）ニュートピアプランニング 藤崎　重則 広島県広島市中区大手町３－９－６
328 1150001009479 （株）ノア技術コンサルタント 笹畑　憲治 奈良県桜井市川合２７２－４
260 3280001003731 （株）バイタルリード 森山　昌幸 島根県出雲市荻杼町２７４－２
261 - 白島中町総合事務所 並川　雄一 広島県広島市中区白島中町１７－１７
262 8013401001509 パシフィックコンサルタンツ（株） 重永　智之 東京都千代田区神田錦町３－２２
263 5013201004656 （株）パスコ 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒１－７－１
264 - 原田洋幸土地家屋調査士事務所 原田　洋幸 広島県広島市中区上幟町２－３６－２０１
265 7120001024954 （株）ハンシン 木下　聖 大阪府大阪市天王寺区味原町４－８
266 1240001009866 （株）日野原富士コンサルタント 日野原　淨弘 広島県広島市安佐南区安東１－６－９
267 4140001070132 平田建築設計（株） 平田　裕之 兵庫県西宮市戸田町５－１６
268 5240001031809 広建コンサルタンツ（株） 元廣　和弘 広島県福山市川口町１－７－３
269 2240001009931 （株）ヒロコン 下花　眞二 広島県広島市南区宇品海岸３－１３－２８
270 2240005000969 （一財）広島県環境保健協会 佐藤　均 広島県広島市中区広瀬北町９－１
271 2240005000812 （一社）広島県森林協会 木山　耕三 広島県広島市中区鉄砲町４－１
272 2240005002296 広島県不動産評価システム（同） 三宅　功 広島県広島市中区富士見町８－２６
273 2240005001034 （一財）広島県まちづくり土地区画整理協会 福原　真爾 広島県広島市中区大手町１－１－２６－１０２

274 6240001009176 広島合同鑑定（株） 三宅　功 広島県広島市中区西十日市町６－８
275 7240002013119 （有）広島林業調査設計 黒川　賢造 広島県広島市安佐南区古市１－３０－１５
276 2240001022612 （株）広測コンサルタント 瀬尾　公宏 広島県東広島市西条町西条東８０９－１
277 6240001014143 フィールドコンサルタント（株） 野津　進 広島県広島市南区東雲３－１１－４
278 5290001016276 （株）福山コンサルタント 福島　宏治 福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－１８
279 4290001016319 フコク電興（株） 林　忠彦 福岡県福岡市博多区山王１－１５－８
280 3240001010120 富士企業（株） 眞継　昭 広島県広島市佐伯区楽々園４－６－１９
281 9010401086851 フジ地中情報（株） 深澤　貴 東京都港区海岸３－２０－２０
282 7260002029294 フジテクノ（有） 三好　加納 岡山県津山市田熊１７８６－３
283 8080401004709 （株）フジヤマ 藤山　義修 静岡県浜松市中区元城町２１６－１９
284 4240001010433 復建調査設計（株） 來山　尚義 広島県広島市東区光町２－１０－１１
285 6122001021197 （株）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
286 1280001003386 （株）古川コンサルタント 古川　篤 島根県出雲市塩冶町１６１２－１
287 6240002025635 （有）ＭａｓＭａｓ 奈村　真理 広島県広島市南区的場町１－７－１０
288 2290801009424 （株）松尾設計 松尾　禎泰 福岡県北九州市八幡東区西本町２－５－５
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289 4260001006297 （株）丸川建築設計事務所 丸川　眞太郎 岡山県岡山市北区駅前町１－５－１８
290 4050001002598 （株）三上建築事務所 益子　一彦 茨城県水戸市大町３－４－３６
291 8020001044978 （株）みかんぐみ 加茂　紀和子 神奈川県横浜市中区太田町６－７５
292 8240001011329 みずえ緑地（株） 正本　大 広島県広島市西区南観音８－２－３２
293 3240001017388 （株）ミズキコンプライアンス 松田　正則 広島県広島市東区光町２－７－１７
294 9240001043189 （株）水みらい広島 三島　浩二 広島県広島市中区小町１－２５
295 8240001022813 （株）三井開発 三井　崇裕 広島県東広島市八本松町原４７９２
296 4240001038607 （株）ミネ技術 峯岡　静彦 広島県尾道市東尾道１０－２０
297 4480001002497 （株）宮建築設計 宮本　博 徳島県徳島市福島１－５－６
298 3240001019129 （株）睦設計 久行　好治 広島県広島市佐伯区皆賀２－８－３０
299 3240001011663 （株）村田相互設計 村田　正道 広島県広島市中区舟入南４－２０－８
300 5010001007765 （株）ムラヤマ 矢倉　俊彦 東京都江東区豊洲３－２－２４
301 5430001072841 明治コンサルタント（株） 原口　勝則 北海道札幌市中央区南七条西１－２１－１
302 4240001011687 明伸建設コンサルタント（株） 大石　宏 広島県広島市西区観音本町１－６－１
303 1240002051644 （有）元廣建築設計事務所 元廣　匡伸 広島県尾道市西御所町６－１５
304 2240002016852 （有）森嶋鑑定事務所 根本　哲哉 広島県広島市中区鉄砲町１－２０
305 6013101001728 （株）森のエネルギー研究所 大場　龍夫 東京都羽村市小作台１－４－２１
306 2011101037696 八千代エンジニヤリング（株） 出水　重光 東京都台東区浅草橋５－２０－８
324 7240002002294 （株）柳原設計 柳原　伸吉 広島県安芸郡府中町千代１－１１－３０４
307 7240001011924 （株）山口衛調 山口　尚興 広島県広島市中区十日市町２－１０－３０
308 1240001023875 （株）やまもと不動産鑑定 山本　隆之 広島県東広島市高屋町宮領５７６
309 3010001088790 （株）ＵＲリンケージ 西村　志郎 東京都江東区東陽２－４－２４
310 7240002017532 （有）行村設備コンサルタント 行村　茂 広島県広島市南区南蟹屋２－２－５
311 7240001012195 （株）陽光設備設計事務所 上野　浩司 広島県広島市西区横川新町７－３
312 1013201006144 （株）横河建築設計事務所 鈴木　良典 東京都品川区上大崎２－２５－２
313 4240002017741 吉田設計（有） 光尾　浩二 広島県広島市西区中広町３－２－１０
314 7240001036673 （株）吉本測量設計 吉本　典章 広島県安芸郡海田町中店９－２８
315 1470001001817 （株）四航コンサルタント 森本　美樹 香川県高松市上福岡町２０５７－６
316 1240001004487 （株）ＬＡＴ環境設計 青木　成夫 広島県広島市西区庚午北２－１－４
317 9240001012499 ラボテック（株） 吉川　惠 広島県広島市佐伯区五日市中央６－９－２５
318 9010001031943 ランドブレイン（株） 吉武　祐一 東京都千代田区平河町１－２－１０
319 7240001022913 （株）陸地コンサルタント 佐々木　仁志 広島県東広島市西条大坪町８－２７
320 1011001025380 （株）レーモンド設計事務所 三浦　敏伸 東京都渋谷区代々木５－５８－１
334 1240001056041 和可奈エンジニアリング（株） 金高　智之 広島県広島市中区大手町１－１－２０
321 6240001023029 （株）和幸設計 今田　裕之 広島県東広島市高屋町稲木２９２７－２
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