
（五十音順）
No. 商号又は名称 所在地 業種 電話番号
1 株式会社アーバンデザインコンサルタント　横浜事務所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３―３４―６ 測量　建設　建築　 045-317-9715
2 株式会社アーバントラフィックエンジニアリング　東京事務所 東京都新宿区四谷１―２０ 測量　建設　 03-3351-9551
3 株式会社アール・アイ・エー　名古屋支社 愛知県名古屋市中村区名駅５―２８―１ 建設　建築　 052-586-5851
4 株式会社ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山３―１―８ 建設　建築　 03-5802-3221
5 株式会社愛植物設計事務所 東京都千代田区神田猿楽町２―４―１１ 建設　 03-3291-3380
6 株式会社あい設計　名古屋支社 愛知県名古屋市千種区内山３―３１―２０ 建築　 052-217-8788
7 株式会社アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１―１３ 測量　建設　地質　補償　 027-384-6600
8 アイレック技建株式会社　東海支店 愛知県名古屋市東区葵１―１３―８ 建設　 052-935-8109
9 株式会社葵エンジニアリング　静岡営業所 静岡県掛川市各和１３２９―１ 測量　建設　建築　地質　補償　 0537-61-2011
10 株式会社蒼設計 静岡県御殿場市茱萸沢１０７７ 建築　 0550-89-8118
11 株式会社青島設計 愛知県名古屋市中区大須４―１４―５１ 建築　 052-262-2341
12 株式会社アクア設計 静岡県浜松市中区細島町７―２４ 建設　 053-462-2480
13 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野２―８―７ 測量　建設　建築　地質　 03-5246-4150
14 旭測量設計株式会社 静岡県焼津市大島２０６―４ 測量　建設　補償　 054-624-0777
15 株式会社梓設計 東京都大田区羽田旭町１０―１１ 建設　建築　 03-5735-3210
16 株式会社新居千秋都市建築設計 東京都目黒区祐天寺２―１４―１９ 建築　 03-3760-5411
17 株式会社イ・エス・エス 東京都文京区小石川１―１―１７ 建設　 03-3813-6817
18 株式会社石井幹子デザイン事務所 東京都渋谷区千駄ヶ谷５―４―１１ 建築　 03-3353-5311
19 株式会社石本建築事務所　名古屋オフィス 愛知県名古屋市中区栄４―３―２６ 建設　建築　 052-263-1821
20 株式会社市浦ハウジング＆プランニング　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄４―３―２６ 建設　建築　 052-249-8037
21 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 東京都豊島区高田２―１７―２２ 建築　 03-5954-7681
22 株式会社イムラ設計事務所 静岡県焼津市駅北３―２０―６ 建築　 054-628-7724
23 株式会社ウインディーネットワーク 静岡県下田市東本郷１―１９―４ 測量　建設　補償　 0558-22-1511
24 株式会社ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３―２５ 建設　 03-3267-4010
25 株式会社ウオールナット 東京都立川市幸町１―１９―１３ 測量　建設　地質　 042-537-3838
26 内田鑿泉株式会社 静岡県浜松市西区雄踏町宇布見５００９―１ 地質　 053-592-1138
27 有限会社ウッドサークル 東京都中央区日本橋人形町２―１６―２ 建設　建築　 03-3667-7617
28 有限会社梅原測量設計 静岡県焼津市大村新田６８―１ 測量　建設　 054-629-0510
29 株式会社浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０ 建設　建築　 052-503-1211
30 株式会社エイテック　東日本支社 東京都渋谷区本町４―１２―７ 測量　建設　地質　補償　 03-6311-8151
31 株式会社エース　東京支社 東京都中央区日本橋大伝馬町１３―１５ 測量　建設　地質　補償　 03-5649-1121
32 株式会社エープランニング 東京都杉並区上荻１―１５―１ 測量　建築　補償　 03-5335-5828

令和４・５年度（市外）
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33 株式会社エコアップ 静岡県富士市鈴川本町１１―２８ 建設　 0545-33-4115
34 株式会社エステム 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２―１９―１ 建設　 052-611-0611
35 株式会社ＳＰフォーラム 東京都千代田区丸の内３―４―１ 建築　 03-6259-1800
36 株式会社エックス都市研究所　中部事務所 愛知県名古屋市中区錦１―１８―２４ 建設　 052-485-5894
37 株式会社エヌ・イーサポート　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区城主町２―２６―２ 建設　 052-485-9351
38 エヌエス環境株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市守山区瀬古東２―９０７ 測量　建設　地質　 052-795-1180
39 株式会社エヌ・エス・シー・エンジニアリング　静岡東支店 静岡県沼津市大岡２２９０―１２ 測量　建設　建築　 055-925-5351
40 株式会社ＬＡＵ公共施設研究所 東京都新宿区山吹町３５２―２２ 建設　建築　 03-3269-6711
41 株式会社遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町１―９―１１ 建築　 03-6435-9171
42 株式会社大宇根建築設計事務所 東京都町田市森野１―３３―１８ 建築　 042-724-3545
43 大鐘測量設計株式会社 静岡県島田市中央町３１―１０ 測量　建設　補償　 0547-36-0706
44 大阪エンジニアリング株式会社 大阪府大阪市西区九条南２―１８―１６ 補償　 06-6581-2815
45 株式会社大増コンサルタンツ　静岡支店 静岡県浜松市中区和合町２２０―５６５ 測量　建設　地質　補償　 053-543-5460
46 株式会社奥平測量設計事務所 静岡県藤枝市志太４―１０―２４ 測量　建設　補償　 054-643-7312
47 株式会社奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５―１５ 建築　 045-228-2056
48 株式会社織本構造設計 東京都新宿区西五軒町１３―１ 建築　 03-5227-7590
49 株式会社価値総合研究所 東京都千代田区大手町１―９―２ 建設　 03-5205-7900
50 勝又鑿泉株式会社 静岡県沼津市黒瀬町７６ 地質　 055-931-6165
51 株式会社桂設計 東京都新宿区榎町４３―１ 建築　 03-3269-6411
52 株式会社カナエジオマチックス 愛知県名古屋市中区千代田１―１２―５ 測量　建設　補償　 052-249-9611
53 川崎地質株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区和田町３１７―８ 測量　建設　地質　 053-469-3085
54 株式会社環境技研コンサルタント 千葉県千葉市中央区都町３―１４―４ 測量　建設　建築　地質　 043-226-4501
55 株式会社環境技術研究所　東京支店 東京都千代田区東神田２―１０―１６ 建設　建築　 03-5821-6912
56 株式会社環境技術センター　静岡営業所 静岡県浜松市中区葵西２―２３―１６ 建設　 053-543-7877
57 株式会社環境事業計画研究所 京都府京都市上京区多門町４４０―６ 建設　 075-431-0055
58 株式会社環境設計研究所 東京都新宿区四谷４―１０―１ 建設　建築　 03-5269-0771
59 株式会社環境デザイン研究所 東京都港区六本木５―１２―２２ 建築　 03-5575-7171
60 株式会社かんこう　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄１―２２―２ 測量　建設　地質　補償　 052-218-6285
61 株式会社管総研　東京支店 東京都中央区京橋２―１―３ 建設　 03-5205-1990
62 株式会社神田設計 愛知県名古屋市西区花の木１―３―５ 測量　建設　建築　補償　 052-522-3121
63 株式会社技研測量 静岡県浜松市北区初生町９７８―１２ 測量　建設　補償　 053-437-0333
64 キタイ設計株式会社　静岡事務所 静岡県磐田市国府台３９１―３ 測量　建設　建築　地質　補償　 0538-39-1770
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65 キュウメートル株式会社 静岡県沼津市大岡４９７ 測量　建設　建築　補償　 055-962-5720
66 株式会社協振技建 東京都文京区大塚３―１９―７ 測量　建設　 03-3942-3531
67 共同設計株式会社 大阪府大阪市北区西天満５―１０―１４ 建設　建築　 06-6364-5836
68 株式会社協同測量社　東京支社 東京都大田区久が原２―２３―２４ 測量　建設　補償　 03-3751-8560
69 株式会社協和工務店 静岡県富士市中央町１―８―１９ 測量　建設　補償　 0545-52-1528
70 株式会社協和コンサルタンツ　中部営業所 愛知県名古屋市中区栄５―２８―１２ 測量　建設　建築　地質　 052-249-3213
71 株式会社共和コンサルタント 静岡県浜松市南区西伝寺町２９８ 測量　建設　補償　 053-411-6500
72 協和設計株式会社　三島営業所 静岡県三島市一番町３―６ 建設　地質　 055-957-4540
73 株式会社きんそく 京都府京都市南区上鳥羽大溝６ 測量　建設　補償　 075-682-7710
74 空間情報サービス株式会社 千葉県千葉市中央区中央３―１０―６ 測量　建設　 043-222-6694
75 株式会社空間創研 京都府京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺町５８０―１測量　建設　建築　 075-823-6331
76 株式会社空間文化開発機構 大阪府大阪市中央区大手前１―４―１２ 建設　建築　 06-6948-8316
77 株式会社久慈設計　東京支社 東京都千代田区西神田２―５―２ 建築　 03-6682-4111
78 株式会社国設計 東京都目黒区東山１―２―７ 建築　 03-5721-3792
79 株式会社隈研吾建築都市設計事務所 東京都港区南青山２―２４―８ 建築　 03-3401-7721
80 株式会社久米設計　名古屋支社 愛知県名古屋市中村区名駅３―２２―８ 建設　建築　 052-586-3301
81 株式会社グリーンエコ　東京事務所 東京都北区田端新町３―１４―４ 建設　 03-6807-7710
82 グリーン・コンサルタント株式会社　中部営業所 愛知県名古屋市中区錦１―１９―２４ 測量　建設　 052-218-8662
83 株式会社クリエート 神奈川県横浜市緑区十日市場町８１９―５ 測量　建設　 045-982-8811
84 クリモトパイプエンジニアリング株式会社 大阪府大阪市住之江区泉２―１―６４ 建設　 06-6686-1101
85 株式会社栗生総合計画事務所 東京都文京区湯島１―２―１２ 建築　 03-3256-8891
86 一般財団法人経済調査会　中部支部 愛知県名古屋市中区錦１―１０―２０ 建設　建築　 052-221-8386
87 一般財団法人計量計画研究所 東京都新宿区市谷本村町２―９ 建設　 03-3268-9911
88 一般財団法人建設物価調査会　中部支部 愛知県名古屋市中区錦３―４―６ 建設　建築　 052-955-5261
89 株式会社建築設備計画 愛知県名古屋市北区若葉通１―２８ 建築　 052-914-7171
90 株式会社建築設備設計研究所 東京都港区虎ノ門１―１６―４ 建築　 03-5501-9360
91 株式会社公園マネジメント研究所 大阪府大阪市中央区谷町２―２―２２ 建設　 06-6947-6522
92 株式会社交建設計 東京都中央区八丁堀４―５―４ 建築　 03-3553-9111
93 株式会社江東微生物研究所　静岡営業所 静岡県御殿場市新橋１８６１―１ 建設　 0550-81-6371
94 一般財団法人高度映像情報センター 東京都千代田区霞が関３―２―１ 建設　建築　 03-3239-1121
95 有限会社香山建築研究所 東京都文京区本郷２―１２―１０ 建築　 03-3815-4702
96 株式会社国際創建コンサルタント 千葉県千葉市中央区新田町５－１０ 建設　 043-302-1777
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97 国土情報開発株式会社 東京都世田谷区池尻２―７―３ 測量　 03-5481-3000
98 株式会社サイエンスクラフト 東京都千代田区六番町１３―７ 建設　 03-6272-4372
99 株式会社齊藤文雄建築事務所 静岡県焼津市下小田５―１７ 建築　 054-623-2233
100 株式会社栄設計　静岡事務所 静岡県浜松市西区西山町１２４２ 測量　建設　建築　地質　補償　 053-485-6553
101 札幌施設管理株式会社 北海道札幌市白石区南郷通１４丁目北３―３７ 建築　 011-868-5000
102 株式会社佐藤総合計画　中部事務所 愛知県名古屋市中区錦１―２０―１２ 建設　建築　 052-220-5105
103 株式会社佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木２―２７―１５ 建築　 03-3370-0375
104 株式会社三祐コンサルタンツ　静岡事務所 静岡県島田市野田８２５―５ 測量　建設　建築　地質　補償　 0547-41-3351
105 三和航測株式会社　静岡営業所 静岡県富士市沼田新田１５３―７ 測量　建設　 0545-31-1801
106 株式会社サンワコン　中日本支店 静岡県島田市船木２３０７―１ 測量　建設　建築　地質　補償　 0547-54-5415
107 株式会社シアターワークショップ 東京都渋谷区神宮前６―２３―３ 建築　 03-5766-3555
108 ＪＳＣ株式会社 東京都渋谷区宇田川町２―１ 建築　 03-5456-1348
109 ジオ・サーチ株式会社　中部事務所 愛知県名古屋市東区泉１―１２―３５ 建設　 052-959-2037
110 株式会社シオ政策経営研究所 東京都新宿区四谷１―８―１４ 建設　 03-3351-4161
111 特定非営利活動法人仕事人倶楽部 東京都葛飾区西亀有３―１９―１７ 建設　 03-5680-5463
112 一般社団法人静岡県産業環境センター 静岡県浜松市北区新都田１―４―６ 建設　 053-428-3430
113 一般財団法人静岡県生活科学検査センター 静岡県焼津市塩津１―１ 建設　 054-621-5861
114 株式会社自然環境リサーチ 静岡県島田市東町１９５６―１５ 建設　 0547-39-7377
115 株式会社シティコンサルタンツ 東京都新宿区神楽坂１―１ 建設　建築　 03-5261-5513
116 株式会社しな測　静岡支店 静岡県富士市柳島１３７―１ 測量　建設　補償　 0545-60-7588
117 清水建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦１―３―７ 建設　建築　地質　 052-201-7611
118 株式会社住宅・都市問題研究所 東京都渋谷区幡ケ谷３―２０―１ 建設　 03-6276-7155
119 株式会社上智 富山県砺波市千代１７６―１ 測量　建設　補償　 0763-33-2085
120 株式会社松和技研 静岡県浜松市中区連尺町３１４―３１ 測量　建設　補償　 053-415-8131
121 株式会社昭和設計　東京事務所 東京都港区芝浦３―１６―２０ 建設　建築　 03-4531-1290
122 株式会社白岩設計 静岡県浜松市中区山手町３１―２ 測量　建設　建築　地質　 053-452-7191
123 株式会社新環境設計 東京都文京区本郷４―９―１５ 建築　 03-5800-0321
124 株式会社シン技術コンサル　静岡営業所 静岡県沼津市東椎路１４３４―１ 測量　 055-920-6016
125 株式会社新日　静岡営業所 静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日４６７―１０ 測量　建設　建築　補償　 053-524-4560
126 一般社団法人水産土木建設技術センター 東京都中央区築地２―１４―５ 測量　建設　 03-3546-6858
127 株式会社数理計画 東京都千代田区神田猿楽町２―５―４ 建設　 03-3259-6262
128 株式会社須走総合企画 静岡県富士市厚原字八反田２０２―２ 建設　 0545-73-1111
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129 株式会社駿河調査設計 静岡県御殿場市川島田１９２１―４ 測量　建設　補償　 0550-89-5570
130 株式会社駿府設計 東京都新宿区百人町１―１３―１ 測量　建設　 03-3361-8431
131 株式会社セイワ設計 静岡県浜松市中区葵東１―１４―２５ 建築　 053-437-4110
132 株式会社ゼンリン　中部支社 愛知県名古屋市熱田区沢上２―１―３２ 測量　建設　建築　 052-684-2771
133 株式会社総合環境分析　静岡営業所 静岡県富士市香西４５―４ 建設　 0545-87-2763
134 株式会社総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋４―９―４ 建設　 03-3263-5954
135 株式会社総合設備計画 東京都荒川区東日暮里４―２２―２ 建築　 03-3805-6633
136 株式会社総合不動産鑑定コンサルタント 東京都豊島区東池袋３―４―３ 補償　 03-3980-3880
137 株式会社総合保健センター 岐阜県可児市川合１３６―８ 建設　 0574-63-7703
138 創成技研コンサルタント株式会社 静岡県浜松市東区植松町１５５７―１ 建設　 053-545-9955
139 株式会社相和技術研究所 東京都品川区上大崎２―１８―１ 建築　 03-5740-6711
140 第一復建株式会社　静岡事務所 静岡県伊東市宇佐美１１０６―９ 測量　建設　地質　補償　 0557-48-1111
141 株式会社大輝　中部支店 静岡県掛川市杉谷南２―６―１ 測量　建設　建築　地質　補償　 0537-61-3881
142 大成建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅１―１―４ 建築　 054-562-7535
143 大東建託株式会社 東京都港区港南２―１６―１ 建築　 03-6718-9111
144 太洋エンジニアリング株式会社　東京支社 東京都千代田区内神田１―１４―５ 建設　 03-5577-4123
145 大和不動産鑑定株式会社　名古屋支社 愛知県名古屋市中区栄２―３―６ 建設　建築　補償　 052-219-6255
146 株式会社タカハ都市科学研究所 東京都港区西新橋３―３―１ 建設　 03-5733-0341
147 株式会社竹下一級建築士事務所 静岡県浜松市中区田町２３０―１７ 建築　 053-401-0201
148 株式会社田中建築事務所 東京都港区高輪２―１６―４５ 建築　 03-5420-2431
149 株式会社丹青研究所 東京都港区港南１―６―４１ 建築　 03-6455-8280
150 株式会社丹青社 東京都港区港南１―２―７０ 建築　 03-6455-8151
151 株式会社地域開発研究所 東京都台東区東上野２―７―６ 建設　 03-3831-2916
152 株式会社地域環境計画 東京都世田谷区桜新町２―２２―３ 建設　 03-5450-3700
153 株式会社地域計画建築研究所　名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅南１―２７―２ 建設　建築　 052-462-1030
154 株式会社地域計画センター 長野県長野市大字北長池字上河原１９２４―２ 測量　建設　建築　地質　補償　 026-259-0039
155 株式会社地域経済研究所 大阪府大阪市中央区石町１―１―１ 建築　補償　 06-6314-6300
156 株式会社地圏環境テクノロジー 東京都千代田区神田淡路町２―１ 建設　 03-5297-3811
157 株式会社中央クリエイト　中部支店 愛知県名古屋市北区志賀南通２―４―３ 測量　建設　補償　 052-910-4111
158 中外テクノス株式会社　静岡出張所 静岡県浜松市中区山下町２―１ 測量　建設　建築　 053-523-8500
159 中電技術コンサルタント株式会社　中部事務所 愛知県名古屋市中区錦１―４―２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 052-218-7354
160 中電不動産株式会社 愛知県名古屋市中区栄２―２―５ 建築　 052-204-1424
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161 中部土地調査株式会社 愛知県名古屋市西区那古野２―２６―８ 測量　補償　 052-565-1881
162 中部復建株式会社　浜松営業所 静岡県浜松市東区植松町２５６―９ 測量　建設　建築　地質　補償　 053-541-2012
163 株式会社通電技術 北海道札幌市白石区平和通２―北１１―２０ 建設　建築　 011-863-0921
164 株式会社ツジシステムデザイン 静岡県浜松市浜北区小松４３８８―２ 建築　 053-571-9320
165 土屋産業株式会社 静岡県沼津市末広町２７４ 建設　地質　 055-963-0590
166 帝人エコ・サイエンス株式会社 東京都港区三田３―３―８ 建設　 03-5440-4301
167 株式会社ディナック中日本 山梨県甲府市里吉４―１２―５ 建設　建築　 055-220-7600
168 株式会社テクノス電子企画 愛知県名古屋市中村区十王町５―２８ 建設　 052-461-4002
169 株式会社テクノ中部　静岡事務所 静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町３３０―１ 建設　 053-411-7704
170 株式会社テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木６―１０―１ 測量　建築　 03-6361-6190
171 電気興業株式会社　中央営業部 東京都千代田区丸の内３―３―１ 建築　 03-3216-9478
172 一般財団法人電波技術協会 神奈川県川崎市麻生区万福寺１―２―３ 建設　 044-965-1200
173 東海技術開発株式会社 静岡県富士宮市若の宮町７３２ 測量　建設　補償　 0544-27-8424
174 東海下水道整備株式会社 静岡県浜松市南区恩地町５５９―１９ 建設　 053-426-0111
175 東海プラント株式会社 静岡県沼津市真砂町２６７―２ 建設　 055-951-5240
176 東海プラント分析センター株式会社 静岡県沼津市大諏訪５１０―１ 建設　補償　 055-924-2700
177 株式会社東急設計コンサルタント 東京都目黒区中目黒３―１―３３ 建設　建築　 03-3715-1321
178 株式会社東京ソイルリサーチ　名古屋支店 愛知県名古屋市東区葵３―１１―６ 測量　建設　建築　地質　 052-979-5671
179 東京テクニカル・サービス株式会社 千葉県浦安市今川４―１２―３８―１ 建設　 047-354-5337
180 株式会社東建コンサルタント　静岡営業所 静岡県三島市本町１２―１５ 測量　建設　建築　 055-976-9292
181 東電タウンプランニング株式会社 東京都港区海岸１―１１―１ 測量　建設　 03-6371-8111
182 株式会社東畑建築事務所　本社オフィス東京 東京都千代田区永田町２―４―３ 建設　建築　 03-3581-1251
183 東邦化工建設株式会社 静岡県駿東郡長泉町上土狩字高石２３４ 建設　 055-987-1087
184 株式会社東洋設計　伊豆の国営業所 静岡県伊豆の国市四日町８９３―２ 測量　建設　建築　地質　補償　 055-957-0730
185 株式会社東洋設計事務所 東京都文京区本郷３―６―６ 測量　建設　建築　地質　 03-3816-4051
186 東洋地研株式会社 静岡県沼津市岡一色５１１―１ 地質　 055-921-4888
187 株式会社東和テクノロジー　静岡営業所 静岡県熱海市伊豆山字前鳴沢７９２―１ 測量　建設　建築　 0557-88-2729
188 株式会社ドーコン　東京支店 東京都中央区日本橋小伝馬町４―９ 測量　建設　建築　地質　補償　 03-5644-0411
189 株式会社トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３―２３ 建築　 03-3221-5558
190 株式会社徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５―１４ 建築　 06-6910-7178
191 株式会社都市環境研究所 東京都文京区本郷２―３５―１０ 建設　 03-3814-1001
192 株式会社都市空間研究所 東京都千代田区外神田５―２―２ 建設　 03-5688-2525
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193 株式会社都市計画同人 東京都新宿区箪笥町４３ 建設　 03-3267-4147
194 株式会社都市景観設計 大阪府大阪市中央区北浜１―１―２１ 建設　建築　 06-6228-3388
195 株式会社都市設計連合 兵庫県神戸市中央区生田町１―４―２０ 建設　建築　 078-262-8900
196 一般財団法人都市みらい推進機構 東京都文京区関口１―２３―６ 建設　 03-5261-5625
197 株式会社土木管理総合試験所　名古屋出張所 愛知県一宮市森本５―１９―２９ 建設　地質　 0586-26-2263
198 株式会社トリアド工房 東京都八王子市大塚６３６―２ 建築　 042-675-2696
199 内外エンジニアリング株式会社　中部支店 静岡県浜松市浜北区中瀬３４５７―２ 測量　建設　建築　地質　補償　 053-580-3870
200 内外地図株式会社 東京都千代田区神田小川町３―２２ 測量　 03-3291-0338
201 ナカシャクリエイテブ株式会社 愛知県名古屋市天白区野並２―２１３ 測量　建設　 052-895-1132
202 株式会社ナカノアイシステム　名古屋営業所 愛知県名古屋市緑区大将ケ根２―１０４３ 測量　建設　補償　 052-626-1280
203 株式会社中野地質 静岡県焼津市西小川２―５―１７ 地質　 054-627-1395
204 有限会社ナスカ 東京都新宿区戸山３―１５―１ 建築　 03-5272-4808
205 株式会社浪速技研コンサルタント　中部事務所 愛知県豊田市桜町２―５４ 測量　建設　地質　 0565-41-4655
206 株式会社西日本設計 大阪府大阪市天王寺区寺田町２―５―１４ 測量　建設　 06-6772-9161
207 株式会社日建築設計事務所 静岡県御殿場市川島田４２１―１ 建築　 0550-82-1389
208 株式会社日建設計　名古屋オフィス 愛知県名古屋市中区栄４―１５―３２ 建設　建築　 052-261-6137
209 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 東京都文京区後楽１―４―２７ 建築　 03-5803-9770
210 株式会社日建設計総合研究所 東京都千代田区飯田橋２―１８―３ 建設　建築　 03-5259-6080
211 株式会社日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央１―１７―９ 測量　建設　地質　補償　 082-423-5773
212 株式会社日産技術コンサルタント　静岡事務所 静岡県富士宮市豊町１８―１１ 測量　建設　建築　地質　 0544-25-1207
213 日新電通技研株式会社 愛知県名古屋市中区栄３―２５―１６ 建設　 052-261-7236
214 株式会社日積サーベイ　東京オフィス 東京都中央区新川１―２２―４ 建築　 03-6822-9244
215 株式会社日総建 東京都渋谷区幡ケ谷１―３４―１４ 建設　建築　 03-5478-9855
216 株式会社日展　東京支店 東京都台東区東上野６―２１―６ 建築　 03-3847-2060
217 一般財団法人日本環境衛生センター 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０―６ 建設　 044-288-4896
218 日本技術サービス株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３―１１―２ 測量　建設　建築　 078-841-4585
219 一般財団法人日本気象協会　中部支社 愛知県名古屋市北区水草町１―２１―５ 建設　 052-912-1153
220 株式会社日本経済研究所 東京都千代田区大手町１―９―２ 建設　 03-6214-4615
221 一般社団法人日本建設機械施工協会 東京都港区芝公園３―５―８ 建設　 03-3433-1501
222 公益社団法人日本交通計画協会 東京都文京区本郷３―２３―１ 建設　 03-3816-1791
223 有限会社日本交通流動リサーチ　静岡支店 静岡県島田市金谷東１―１０２９―９ 建設　 0547-77-0116
224 日本シビックコンサルタント株式会社 東京都荒川区西日暮里２―２６―２ 測量　建設　建築　地質　 03-5604-7505
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225 日本振興株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅５―２７―１３ 測量　建設　地質　補償　 052-562-1191
226 株式会社日本設計 東京都新宿区西新宿６―５―１ 建設　建築　 03-3348-0315
227 日本設計株式会社　静岡営業所 静岡県伊東市岡１３８２―１ 測量　建設　地質　 0557-28-4229
228 株式会社日本総合研究所 東京都品川区東五反田２―１８―１ 建設　 080-4950-3336
229 日本測地設計株式会社 東京都新宿区高田馬場３―２３―６ 測量　建設　補償　 03-3362-7613
230 日本都市技術株式会社　東日本支社 千葉県松戸市本町１４―１ 測量　建設　補償　 047-703-6033
231 日本土地評価システム株式会社 愛知県名古屋市中区大須４―１１―５０ 補償　 052-261-8331
232 株式会社日本能率協会総合研究所 東京都港区芝公園３―１―２２ 建設　 03-3578-7500
233 日本物理探鑛株式会社　中部支店 愛知県名古屋市名東区亀の井２―１３４ 測量　建設　地質　 052-753-9662
234 株式会社丹羽英二建築事務所 愛知県名古屋市中区金山２―８―４ 建築　 052-332-3501
235 株式会社ノア技術コンサルタント 奈良県桜井市大字川合２７２―４ 測量　建設　地質　補償　 0744-45-3300
236 株式会社乃村工藝社 東京都港区台場２―３―４ 建築　 03-5962-1171
237 パブリック設計株式会社 愛知県名古屋市名東区本郷２―６２ 建設　 052-773-3931
238 株式会社浜名湖国際頭脳センター 静岡県浜松市中区和地山３―１―７ 建設　 053-416-4000
239 阪急コンストラクション・マネジメント株式会社 大阪府大阪市中央区難波４―７―１４ 建築　 06-4397-0800
240 株式会社ハンシン　名古屋支店 愛知県名古屋市瑞穂区新開町５―２ 測量　建設　 052-884-2880
241 株式会社汎設計 大阪府大阪市中央区谷町３―１―２５ 建築　 06-6949-4951
242 株式会社ビー・コンセプト 静岡県藤枝市青葉町１―２―１９ 建築　 054-631-7795
243 ビーム計画設計株式会社 岐阜県岐阜市加納栄町通７―３０ 建設　 058-271-9111
244 株式会社東日本エンジニアリング　本社 東京都豊島区池袋２―３８―２ 補償　 03-3989-6786
245 株式会社日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８ 建設　 0748-32-5111
246 株式会社平柳建築設計事務所 静岡県富士市中央町３―２―２２ 建築　 0545-51-2470
247 富士設計株式会社 静岡県富士宮市小泉４６８―１ 測量　建設　補償　 0544-26-5191
248 株式会社富士測量事務所 静岡県富士市永田町１―１２２ 測量　建設　補償　 0545-51-0867
249 富士通クオリティ・ラボ・環境センター株式会社 静岡県湖西市鷲津２２８１ 建設　 053-576-0841
250 富士ロードサービス株式会社 静岡県富士市依田橋３８８―１ 建設　 0545-32-0730
251 株式会社双葉 東京都豊島区目白３―１４―８ 測量　建設　補償　 03-3953-3248
252 株式会社復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町１―１１―１２ 測量　建設　建築　地質　 03-5652-8551
253 株式会社ＰＬＡＮ―Ｇエンジニアリング 静岡県藤枝市上藪田６４６ 建築　 054-638-3499
254 株式会社プレック研究所 東京都千代田区麹町３―７―６ 測量　建設　建築　 03-5226-1101
255 フロンティアコンストラクション＆パートナーズ株式会社 東京都港区芝５―３３―１ 建築　 03-5484-7700
256 株式会社文化財保存計画協会 東京都千代田区一ツ橋２―５―５ 測量　建設　建築　 03-5276-8200
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257 北陽建設株式会社　静岡営業所 静岡県焼津市八楠１―２６―２ 建設　 054-625-8202
258 株式会社槇総合計画事務所 東京都渋谷区鉢山町１３―４ 建築　 03-3780-3880
259 株式会社松田平田設計　横浜事務所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２―２６―２ 建設　建築　 045-314-2001
260 株式会社マヌ都市建築研究所 東京都文京区本郷６―１７―９ 建設　建築　 03-3816-4037
261 株式会社丸川建築設計事務所　東京事務所 東京都文京区小石川５―１３―５ 建築　 03-5800-2121
262 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 東京都千代田区神田錦町２―３ 建設　 03-3591-8762
263 株式会社三橋設計 東京都千代田区内神田１―２―８ 建築　 03-3294-0851
264 株式会社三菱地所設計　中部支店 愛知県名古屋市中区栄２―３―１ 建設　建築　 052-231-2300
265 株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区永田町２―１０―３ 建設　 03-6705-6003
266 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社　名古屋 愛知県名古屋市東区葵１―１９―３０ 建設　建築　 052-307-1103
267 株式会社緑の風景計画 東京都世田谷区駒沢２―６―１６ 測量　建設　建築　 03-3422-9511
268 株式会社宮建築設計　東京支店 東京都中央区八丁堀２―２８―１０ 建築　 03-6280-3305
269 株式会社無線放送設計事務所 神奈川県横浜市中区相生町１―１ 建設　 045-662-7078
270 ムラタ計測器サービス株式会社 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町１５ 建設　 045-812-1811
271 株式会社ムラヤマ 東京都江東区豊洲３―２―２４ 建築　 03-6221-0808
272 株式会社メイキョー 山梨県甲府市徳行２―２―３８ 建設　 055-228-2858
273 株式会社名邦テクノ　静岡支店 静岡県湖西市駅南３―４―２２ 測量　建設　建築　補償　 053-577-6330
274 明豊ファシリティワークス株式会社 東京都千代田区平河町２―７―９ 建築　 03-5211-0066
275 株式会社森村設計 東京都目黒区中目黒１―８―８ 建築　 03-5704-6408
276 株式会社森緑地設計事務所 東京都港区芝５―２６―３０ 建設　建築　 03-5484-6070
277 株式会社安井建築設計事務所　東京事務所 東京都千代田区平河町１―３―１４ 建設　建築　 03-3261-1152
278 株式会社山下設計 東京都中央区日本橋小網町６―１ 建設　建築　 03-3249-1551
279 株式会社山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８―１ 建築　 03-6853-7700
280 株式会社山田綜合設計　東京事務所 東京都文京区本郷１―３０―１７ 建築　 03-6278-8262
281 ユーロフィン日本総研株式会社 静岡県浜松市南区西島町１６２２ 建設　 053-425-7531
282 株式会社ユニオン　浜松営業所 静岡県浜松市中区上島６―１―８ 測量　建設　建築　地質　補償　 053-416-1420
283 株式会社ユニオンリサーチ 大阪府大阪市西区京町堀１―６―２ 建築　補償　 06-6446-1801
284 株式会社横河建築設計事務所　名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅２―４５―７ 建築　 052-533-6850
285 吉田測量設計株式会社 静岡県浜松市東区中野町３１７―１ 測量　建設　補償　 053-422-3040
286 株式会社ランド・コンサルタント　静岡支店 静岡県榛原郡吉田町住吉５４３６―３０８ 補償　 0548-34-3420
287 ランドブレイン株式会社　静岡事務所 静岡県浜松市東区原島町４７８―６ 測量　建設　建築　 053-411-3922
288 株式会社リジオナル・プランニング・チーム 東京都新宿区四谷２―１１ 建設　 03-5367-3590
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289 株式会社流通研究所 神奈川県厚木市寿町１―４―３―２ 建設　建築　 046-295-0831
290 株式会社類設計室　東京事務所 東京都大田区蒲田５―３８―３ 建設　建築　 03-5713-1010
291 若鈴コンサルタンツ株式会社　静岡事務所 静岡県菊川市半済１５８７―２ 測量　建設　建築　地質　補償　 0537-36-2088
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