
（五十音順）
No. 商号又は名称 所在地 業種 電話番号
1 アーサーベイ 静岡市駿河区手越原８０―１３ 測量　 054-259-9584
2 株式会社アースシフト 静岡市葵区山崎二丁目１７―１６ 測量　建設　 054-278-8309
3 株式会社アイ設計事務所 静岡市葵区安倍町３１ 建築　 054-272-1427
4 有限会社あおい設備設計事務所 静岡市葵区新富町六丁目８―１ 建築　 054-273-3812
5 有限会社青島測量 静岡市駿河区小鹿二丁目３８―７ 測量　補償　 054-281-0237
6 青島不動産鑑定事務所 静岡市清水区入江岡町１１―１４ 補償　 054-354-3915
7 有限会社渥美不動産鑑定事務所 静岡市駿河区稲川一丁目１―１５―４０３ 補償　 054-281-8681
8 有限会社アドイン設計 静岡市葵区北四丁目１７―１ 建築　 054-248-3011
9 有限会社アド設計 静岡市駿河区馬渕三丁目１８―１０ 建築　 054-281-9809
10 アプト測量事務所 静岡市清水区三保３３９―１ 測量　補償　 054-336-3128
11 株式会社安倍川鑑定 静岡市駿河区みずほ一丁目１２―１２ 補償　 054-257-2671
12 天野建築事務所 静岡市清水区堀込５８―１ 建築　 054-344-6611
13 有限会社アムズ環境デザイン研究所 静岡市葵区安東二丁目２２―２４ 建設　 054-247-1511
14 株式会社Ｅ－ＣＯＮ 静岡市葵区北安東五丁目３１―１６ 建設　 054-247-6853
15 いくみ設計室一級建築士事務所 静岡市葵区上足洗二丁目８―２４ 建築　 054-209-3360
16 株式会社池田建築設計事務所 静岡市葵区呉服町一丁目３０ 建築　 054-250-2212
17 石原建築設計事務所 静岡市葵区安東一丁目１９―１３ 建築　 054-247-3883
18 株式会社ヴァイスプランニング一級建築士設計事務所 静岡市葵区伝馬町２４―２ 建築　 054-652-3121
19 株式会社ヴァン建築設計事務所 静岡市葵区竜南一丁目９―１５ 建築　 054-209-3666
20 ＡＴＳ都市設計株式会社 静岡市駿河区稲川一丁目６―７ 建築　 054-288-1755
21 株式会社エー・アンド・エー総合設計 静岡市駿河区寿町１２―３５ 建築　 054-285-2211
22 エムアイケイ設計室一級建築士事務所 静岡市清水区庵原町１４４９ 建築　 090-9184-0941
23 大塩事務所 静岡市葵区春日一丁目２―３２ 測量　補償　 054-205-8113
24 株式会社大瀧建築事務所 静岡市駿河区馬渕四丁目１―７ 建築　 054-286-4577
25 大橋測量事務所 静岡市葵区瀬名三丁目４４―３７ 測量　補償　 054-261-2214
26 株式会社オールプランニング 静岡市葵区鷹匠三丁目３―１０ 建築　 054-247-8558
27 岡野不動産鑑定事務所 静岡市葵区昭和町３―１ 補償　 054-205-7666
28 株式会社荻野一級建築士事務所 静岡市葵区駿府町１―４８ 建築　 054-255-6644
29 株式会社ＯＤＡＭＡＫＩ 静岡市駿河区緑が丘町２―４０ 建築　 054-269-5033
30 株式会社金丸建築設計事務所 静岡市駿河区丸子一丁目３―４ 建築　 054-256-6700
31 株式会社環境アセスメントセンター 静岡市葵区清閑町１３―１２ 測量　建設　 054-255-3650
32 株式会社環境計量センター 静岡市駿河区下川原一丁目１５―１５ 建設　 054-268-6763
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33 環境フロンティア株式会社 静岡市清水区宍原６２８―７ 建設　 054-394-0491
34 神田測量事務所 静岡市葵区駒形通六丁目６―１ 測量　 054-273-5901
35 菊池晶不動産鑑定所 静岡市清水区草薙１１４７―１７ 補償　 054-346-8536
36 きづち工房 静岡市清水区興津東町１０６５ 建築　 090-5035-0510
37 木村不動産鑑定所 静岡市葵区車町５２ 補償　 054-252-3821
38 株式会社清沢大仙建築 静岡市葵区鍵穴７―３ 建築　 054-295-3226
39 久保不動産鑑定株式会社 静岡市葵区太田町３５―１ 補償　 054-270-6375
40 鞍智建築設計事務所 静岡市葵区鷹匠二丁目１―１ 建築　 054-252-6887
41 株式会社グランドリサーチ 静岡市駿河区下川原五丁目４―５ 測量　建設　地質　 054-259-0939
42 ＣＬＡＹＺＥ建築設計事務所 静岡市葵区千代田三丁目３―２９ 建築　 054-374-0924
43 株式会社建設コンサルタントセンター 静岡市清水区長崎新田１２３ 測量　建設　地質　補償　 054-345-2155
44 株式会社建築事務所レスパス 静岡市葵区緑町６―３０ 建築　 054-248-6482
45 株式会社小泉不動産鑑定 静岡市清水区天神一丁目１―１３ 補償　 054-340-3636
46 国土計画株式会社 静岡市葵区沓谷五丁目８―１８ 測量　建設　補償　 054-261-4885
47 有限会社コバヤシ設備設計事務所 静岡市駿河区向敷地３０４―５ 建築　 054-257-3588
48 小林不動産鑑定事務所 静岡市葵区上足洗一丁目２―１６ 補償　 054-247-1774
49 株式会社サイエンス 静岡市清水区小芝町４―１３ 建設　 054-361-0200
50 株式会社坂田工務店 静岡市清水区上清水町６―２７ 測量　補償　 054-352-3213
51 坂野一級建築士事務所 静岡市葵区羽鳥六丁目１８―７ 建築　 054-278-1859
52 株式会社三友測量 静岡市清水区千歳町２―１７ 測量　建設　補償　 054-354-0324
53 株式会社ジーベック 静岡市葵区唐瀬一丁目１７―３４ 測量　建設　建築　地質　 054-246-7741
54 一般社団法人静岡県環境資源協会 静岡市葵区追手町４４―１ 建設　 054-252-9023
55 特定非営利活動法人静岡県建築物安全確保支援協会 静岡市駿河区南町１４―１ 建築　 054-202-5532
56 公益社団法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 静岡市駿河区曲金六丁目１６―１０ 測量　補償　 054-203-6833
57 静岡県土地改良事業団体連合会 静岡市葵区追手町９―６ 測量　建設　 054-255-5151
58 株式会社静岡サン設計 静岡市葵区瀬名三丁目３０―１０ 測量　建設　補償　 054-264-1134
59 静岡設計監理協同組合 静岡市葵区追手町２―１２ 建築　 054-253-2186
60 静岡測量株式会社 静岡市葵区春日一丁目３―１６ 測量　補償　 054-251-0201
61 株式会社静岡都市設計 静岡市葵区瀬名川三丁目１９―１ 測量　建設　補償　 054-262-2819
62 静岡不動産鑑定株式会社 静岡市駿河区稲川三丁目１―２５ 補償　 054-270-8268
63 株式会社七丈設計 静岡市葵区平和一丁目１９―４ 建築　 054-271-1971
64 株式会社芝口不動産鑑定所 静岡市葵区銭座町１８―２２ 補償　 054-246-9747
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65 昭和設計株式会社 静岡市葵区若松町４１―１ 測量　建設　地質　補償　 054-252-1820
66 白井不動産鑑定事務所 静岡市葵区大岩二丁目２７―１ 補償　 054-249-2620
67 白岩測量合同会社 静岡市駿河区小鹿二丁目２８―２８ 測量　 054-285-2716
68 スギヤマ建築綜合 静岡市駿河区有東二丁目１５―２６ 建築　 054-284-3178
69 杉山測量 静岡市駿河区中村町１０―７ 測量　補償　 054-282-6586
70 株式会社鈴木測量設計事務所 静岡市駿河区馬渕三丁目６―３２ 測量　補償　 054-288-1800
71 鈴与建設株式会社 静岡市清水区松原町５―１７ 建設　 054-354-3405
72 株式会社スルガコンサル 静岡市駿河区小黒三丁目６―２３ 測量　建設　補償　 054-282-4026
73 有限会社駿府測量 静岡市葵区福田ケ谷４１２―１ 測量　 054-294-0306
74 有限会社静建企画設計一級建築士事務所 静岡市葵区相生町１８―１０ 建築　 054-255-4837
75 有限会社聖建築設計事務所 静岡市清水区幸町１０―３８ 建築　 054-334-2654
76 清建築設計事務所 静岡市葵区唐瀬二丁目３―９ 建築　 054-247-9334
77 有限会社総合設備計画事務所 静岡市清水区上原二丁目１―３９ 建築　 054-340-3105
78 株式会社大測 静岡市葵区北四丁目３１―１３ 測量　 054-247-3808
79 株式会社高木滋生建築設計事務所 静岡市葵区春日三丁目１０―１２ 建築　 054-255-1411
80 高塚不動産鑑定士事務所 静岡市葵区本通十丁目５２―１７ 補償　 054-663-2055
81 株式会社高橋茂弥建築設計事務所 静岡市葵区西千代田町２９―３０ 建築　 054-246-2731
82 有限会社滝下秀之建築アトリエ 静岡市葵区大岩三丁目２１―３８ 建築　 054-209-2088
83 株式会社田島不動産鑑定 静岡市清水区堂林二丁目８―２ 補償　 054-340-7060
84 鈩測量事務所 静岡市葵区大岩町７―３７ 測量　 054-207-9947
85 田中測量設計事務所 静岡市葵区瀬名五丁目１３―１３ 測量　補償　 054-261-9704
86 株式会社田中忠雄建築設計事務所 静岡市葵区大岩本町２８―５ 建築　 054-245-1533
87 特定非営利活動法人地域づくりサポートネット 静岡市葵区安東二丁目２２―２４ 建設　 054-248-1539
88 株式会社地域まちづくり研究所 静岡市葵区水落町５―５ 建設　 054-270-6535
89 中部不動産鑑定所 静岡市葵区西草深町７―１３ 補償　 054-253-2178
90 株式会社ツルタコンサルタント 静岡市葵区長沼５２４―１ 測量　建設　補償　 054-261-1555
91 有限会社ティーアンドティー建築設計事務所 静岡市駿河区石田二丁目３―１ 建築　 054-288-0590
92 道路舗装コンサルタント株式会社 静岡市駿河区泉町８―３ 建設　 054-266-6965
93 有限会社都市環境デザイン研究所 静岡市清水区草薙２８４―４ 建設　建築　 054-344-5151
94 株式会社トップエンジニア 静岡市駿河区中島６２６―９ 測量　建設　補償　 054-283-9130
95 株式会社トムス 静岡市駿河区登呂三丁目１―１ 建設　 054-201-9323
96 株式会社ナカノ工房 静岡市葵区安東二丁目２３―２３ 建築　 054-245-0777
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97 有限会社鍋田不動産鑑定事務所 静岡市清水区北矢部町一丁目２―３１ 補償　 054-368-7701
98 日本エルダルト株式会社 静岡市葵区田町五丁目６１ 測量　建設　地質　 054-254-4571
99 日本海洋調査株式会社 静岡市清水区三保１８７１―１７ 測量　建設　地質　 054-337-0606
100 株式会社日本地理コンサルタント 静岡市葵区東千代田一丁目６―２０ 測量　建設　補償　 054-261-6956
101 株式会社日本テクノ 静岡市駿河区西脇６１１―１ 建設　 054-287-6331
102 服部エンジニア株式会社 静岡市葵区川越町３―９ 測量　建設　地質　補償　 054-251-2323
103 合同会社針谷 静岡市駿河区小黒三丁目６―９ 建築　 054-281-1410
104 企業組合針谷建築事務所 静岡市駿河区小黒三丁目６―９ 建築　 054-281-1155
105 有限会社パル文化財研究所 静岡市清水区横砂東町３４―４ 測量　 054-340-6450
106 一般社団法人ふじのくにづくり支援センター 静岡市葵区追手町９―１８ 建設　 054-254-8140
107 株式会社富士和 静岡市駿河区寿町１２―４３ 測量　建設　地質　 054-287-7070
108 不動産鑑定士鈴木事務所 静岡市葵区七間町１２―４―９０６ 補償　 054-275-0171
109 株式会社堀池測量 静岡市清水区但沼町１３２０―２９ 測量　 054-393-2027
110 牧野一級建築士事務所 静岡市清水区興津中町３５９ 建築　 054-369-2047
111 株式会社牧野測量 静岡市葵区牧ケ谷２２０１ 測量　補償　 054-278-9931
112 松浦不動産鑑定所 静岡市葵区日出町１０―１７ 補償　 054-252-2555
113 有限会社三影測量 静岡市葵区竜南三丁目２―７ 測量　補償　 054-246-0137
114 株式会社三保建築設計事務所 静岡市葵区上沓谷町４―１４ 建築　 054-297-4329
115 村松不動産鑑定所 静岡市清水区御門台２９―１３ 補償　 054-346-2324
116 有限会社モア設備設計事務所 静岡市葵区昭府一丁目２０―１６ 建築　 054-251-6558
117 株式会社望月建築設計事務所 静岡市葵区西草深町１２―１２ 建築　 054-652-3311
118 株式会社森測量 静岡市清水区押切４７―１０ 測量　補償　 054-346-0399
119 山中一級建築士事務所 静岡市葵区上土二丁目１０―１１ 建築　 054-265-2524
120 有限会社山本測量設計 静岡市清水区興津中町１１１０―１ 測量　 054-369-1506
121 株式会社米山不動産鑑定 静岡市清水区春日二丁目３―３０―２０１ 補償　 054-340-5115
122 株式会社ランドテクト 静岡市清水区西久保一丁目５―１６ 測量　建設　地質　 054-363-3270
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