
（測量）
No. 商号又は名称 所在地 業種 電話番号
1 朝日航洋株式会社　静岡支店 静岡市葵区黒金町２０―３ 測量　建設　地質　補償　 054-254-6456
2 アジア航測株式会社　静岡支店 静岡市駿河区中田二丁目１―６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-286-3420
3 いであ株式会社　静岡営業所 静岡市葵区鷹匠三丁目８―１５ 測量　建設　地質　補償　 054-651-5311
4 株式会社イビソク　静岡営業所 静岡市葵区東草深町２０―２３ 測量　建設　補償　 054-269-5805
5 株式会社エイト日本技術開発　静岡事務所 静岡市葵区伝馬町９―１０―４０３ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-275-5588
6 株式会社エコー　静岡事務所 静岡市清水区真砂町２―２４ 測量　建設　 054-340-3435
7 株式会社ＮＪＳ　静岡事務所 静岡市葵区両替町二丁目４―１５ 測量　建設　建築　地質　 054-251-3130
8 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社　静岡営業所 静岡市清水区有東坂１３―２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-349-3328
9 株式会社エフウォーターマネジメント　静岡事務所 静岡市葵区駿府町１―４７ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-204-1401
10 株式会社オオバ　静岡営業所 静岡市駿河区馬渕二丁目４―２６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-202-7080
11 株式会社大場上下水道設計　静岡営業所 静岡市駿河区八幡二丁目１０―２２ 測量　建設　地質　 054-284-6162
12 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所 静岡市葵区追手町２―２０ 測量　建設　建築　補償　 054-272-8815
13 オリジナル設計株式会社　静岡営業所 静岡市葵区黒金町１１―７ 測量　建設　建築　 054-251-7540
14 株式会社オリンピアコンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区田町七丁目１―８ 測量　建設　 054-204-0136
15 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 静岡事務所 静岡市葵区紺屋町１１―１ 測量　建設　地質　 054-221-0371
16 株式会社片平新日本技研　静岡事務所 静岡市駿河区中田三丁目４―１８ 測量　建設　地質　 054-280-2821
17 株式会社カナコン　静岡営業所 静岡市駿河区青木５６９ 測量　建設　地質　 054-257-6672
18 基礎地盤コンサルタンツ株式会社　静岡支店 静岡市駿河区稲川一丁目７―１５ 測量　建設　地質　補償　 054-284-2010
19 株式会社極東技工コンサルタント　静岡事務所 静岡市葵区黒金町５５ 測量　建設　建築　地質　 054-282-6121
20 株式会社近代設計　静岡営業所 静岡市葵区鷹匠二丁目２―３ 測量　建設　 054-221-8925
21 株式会社グラフィック　静岡営業所 静岡市駿河区宮竹二丁目２１―３ 測量　建設　地質　補償　 054-236-1850
22 株式会社グリーン　静岡営業所 静岡市葵区常磐町二丁目１１―２ 測量　建設　補償　 080-6906-5479
23 株式会社建設環境研究所　静岡営業所 静岡市清水区由比阿僧１３―２ 測量　建設　建築　地質　 054-377-0120
24 株式会社建設技術研究所　静岡事務所 静岡市葵区呉服町一丁目２ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2344
25 株式会社コイデ　静岡事務所 静岡市清水区渋川５００―１ 測量　建設　地質　補償　 054-349-5650
26 株式会社国際開発コンサルタンツ　静岡事務所 静岡市葵区伝馬町１―２ 測量　建設　建築　地質　補償　 080-8735-3490
27 国際航業株式会社　静岡支店 静岡市葵区栄町４―１０ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-251-7977
28 国際文化財株式会社　静岡営業所 静岡市葵区栄町４―１０ 測量　 054-273-8352
29 国土防災技術株式会社　静岡支店 静岡市駿河区有東二丁目８―３６ 測量　建設　地質　補償　 054-687-1271
30 サンコーコンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市葵区昭府一丁目８―３５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-254-4503
31 株式会社三水コンサルタント　静岡事務所 静岡市駿河区八幡三丁目５―１７ 測量　建設　建築　地質　 054-286-7499
32 株式会社サン設計　静岡支社 静岡市葵区瀬名三丁目３０―１０ 測量　建設　 054-264-1121
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33 三洋テクノマリン株式会社　静岡営業所 静岡市葵区北安東三丁目５―１８ 測量　建設　地質　 054-200-9011
34 ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区南町３―１ 測量　建設　地質　 054-269-5324
35 静岡コンサルタント株式会社　静岡支店 静岡市葵区鷹匠三丁目１―２０ 測量　建設　地質　補償　 054-204-1666
36 株式会社島田組　静岡営業所 静岡市葵区呉服町二丁目１―１５ 測量　 054-260-4567
37 株式会社四門　静岡営業所 静岡市葵区西草深町５―１６ 測量　補償　 054-205-0222
38 昭和株式会社　静岡支社 静岡市葵区紺屋町４―８ 測量　建設　建築　補償　 054-652-4393
39 株式会社新日本コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区吉野町４―７ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-270-3530
40 新日本設計株式会社　静岡支店 静岡市駿河区新川一丁目９―１３ 測量　建設　補償　 054-269-6277
41 株式会社森林テクニクス　静岡支店 静岡市駿河区池田８６９ 測量　建設　地質　補償　 054-297-5030
42 株式会社スリーエスコンサルタンツ　静岡営業所 静岡市駿河区見瀬１６１―１ 測量　建設　 054-654-0788
43 株式会社センク２１　静岡事務所 静岡市清水区鳥坂２１―１０ 測量　建設　 054-397-1344
44 セントラルコンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市葵区御幸町６―３ 測量　建設　建築　地質　 054-205-0855
45 大日コンサルタント株式会社　静岡事務所 静岡市葵区御幸町１１―３０ 測量　建設　地質　補償　 054-685-9001
46 大日本コンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市葵区紺屋町１１―１ 測量　建設　建築　地質　 054-252-7757
47 株式会社ダイヤコンサルタント　静岡事務所 静岡市駿河区泉町８―３―７０２ 測量　建設　地質　 054-280-7771
48 玉野総合コンサルタント株式会社　静岡支店 静岡市葵区東静岡一丁目１―３９ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-267-7555
49 株式会社地圏総合コンサルタント　中部支店 静岡市葵区常磐町一丁目４ 測量　建設　地質　 054-260-5680
50 中央開発株式会社　東京支社静岡支店 静岡市駿河区聖一色１５７―１ 測量　建設　地質　 054-263-1020
51 中央コンサルタンツ株式会社　静岡事務所 静岡市葵区追手町１―６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2540
52 株式会社中央ジオマチックス　静岡営業所 静岡市葵区本通四丁目３―７ 測量　 054-250-0451
53 株式会社中央設計技術研究所　静岡事務所 静岡市葵区追手町２―２０ 測量　建設　建築　地質　 054-275-1024
54 中央復建コンサルタンツ株式会社　静岡営業所 静岡市葵区栄町４―８ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-221-7323
55 株式会社中部綜合コンサルタント　静岡営業所 静岡市清水区追分三丁目１―２８ 測量　建設　地質　補償　 054-361-6811
56 株式会社長大 静岡事務所 静岡市葵区御幸町１１―１０ 測量　建設　建築　地質　 054-221-8360
57 株式会社千代田コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区栄町４―８ 測量　建設　地質　補償　 054-254-2620
58 株式会社テイコク　静岡営業所 静岡市清水区興津中町４２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-368-7676
59 株式会社東海建設コンサルタント　静岡支店 静岡市葵区横内町２５ 測量　建設　地質　補償　 054-249-0735
60 株式会社東京設計事務所　静岡事務所 静岡市駿河区八幡一丁目２―９ 測量　建設　地質　 054-280-6901
61 株式会社東光コンサルタンツ　静岡営業所 静岡市駿河区小鹿９１３―３ 測量　建設　地質　 054-654-2833
62 株式会社東日　静岡営業所 静岡市葵区鷹匠二丁目２―３ 測量　建設　地質　補償　 054-253-1655
63 東洋技研コンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区馬渕二丁目１２―８ 測量　建設　地質　 054-685-8080
64 株式会社東洋コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区安西四丁目６５―２ 測量　建設　地質　 054-275-0160
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65 株式会社トーニチコンサルタント　静岡事務所 静岡市葵区呉服町二丁目３―１ 測量　建設　建築　地質　 054-252-1630
66 中日本建設コンサルタント株式会社　静岡事務所 静岡市葵区常磐町二丁目１３―１ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2281
67 中日本航空株式会社　静岡支店 静岡市駿河区池田８６４ 測量　建設　 054-264-8211
68 ニチレキ株式会社　駿河出張所 静岡市清水区今泉８９―１０ 測量　建設　 054-347-7387
69 株式会社日建技術コンサルタント　静岡事務所 静岡市葵区栄町５―１ 測量　建設　地質　 054-273-7741
70 株式会社日新技術コンサルタント　静岡出張所 静岡市葵区田町二丁目７６―２ 測量　建設　建築　地質　 054-275-3280
71 株式会社日水コン　静岡事務所 静岡市葵区鷹匠三丁目７―２５ 測量　建設　建築　地質　 054-200-6745
72 日本交通技術株式会社　静岡営業所 静岡市葵区松富一丁目１―４―４０７ 測量　建設　 054-297-4660
73 株式会社日本インシーク　静岡営業所 静岡市駿河区南町１４―２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-280-6360
74 日本工営株式会社　静岡事務所 静岡市葵区東静岡一丁目１―３９ 測量　建設　建築　地質　 054-655-7444
75 日本水工設計株式会社　静岡事務所 静岡市葵区栄町４―８ 測量　建設　建築　地質　 054-273-1321
76 株式会社日本水道設計社　静岡営業所 静岡市駿河区馬渕二丁目５―３８ 測量　建設　建築　地質　 054-280-1411
77 株式会社ニュージェック　静岡事務所 静岡市駿河区大坪町３―３０ 測量　建設　建築　地質　 054-203-2666
78 パシフィックコンサルタンツ株式会社　静岡事務所 静岡市葵区日出町１―２ 測量　建設　建築　地質　 054-252-5868
79 株式会社蓮池設計　静岡営業所 静岡市葵区大岩二丁目４６―２０ 測量　建設　建築　地質　 054-249-2111
80 株式会社パスコ　静岡支店 静岡市駿河区南町１１―１ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-289-5580
81 株式会社八州　静岡営業所 静岡市葵区福田ケ谷４１２―１ 測量　建設　地質　補償　 054-669-9213
82 株式会社光エンジニアリング　静岡営業所 静岡市清水区天神一丁目１０ 測量　建設　 054-364-7244
83 不二総合コンサルタント株式会社　静岡支店 静岡市駿河区東新田三丁目２―１ 測量　建設　地質　補償　 054-257-7501
84 フジ地中情報株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区中田本町５６―３２ 測量　建設　地質　 054-202-8900
85 株式会社フジヤマ　静岡支店 静岡市葵区日出町１―２ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-8800
86 北海道地図株式会社　静岡営業所 静岡市葵区栄町４―８ 測量　 054-273-3309
87 株式会社間瀬コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区日出町１―１０ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-272-3801
88 株式会社松井測量設計事務所　静岡営業所 静岡市葵区城東町６３―１７ 測量　建設　補償　 054-246-7005
89 株式会社丸菱行政地図　静岡営業所 静岡市葵区山崎一丁目２１―７ 測量　 054-276-2800
90 三井共同建設コンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区石田一丁目２０―６ 測量　建設　建築　地質　 054-289-3170
91 八千代エンジニヤリング株式会社　静岡事務所 静岡市葵区栄町３―１ 測量　建設　建築　地質　 054-686-0610
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1 朝日航洋株式会社　静岡支店 静岡市葵区黒金町２０―３ 測量　建設　地質　補償　 054-254-6456
2 アジア航測株式会社　静岡支店 静岡市駿河区中田二丁目１―６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-286-3420
3 いであ株式会社　静岡営業所 静岡市葵区鷹匠三丁目８―１５ 測量　建設　地質　補償　 054-651-5311
4 株式会社イビソク　静岡営業所 静岡市葵区東草深町２０―２３ 測量　建設　補償　 054-269-5805
5 株式会社エイト日本技術開発　静岡事務所 静岡市葵区伝馬町９―１０―４０３ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-275-5588
6 株式会社エコー　静岡事務所 静岡市清水区真砂町２―２４ 測量　建設　 054-340-3435
7 株式会社ＮＪＳ　静岡事務所 静岡市葵区両替町二丁目４―１５ 測量　建設　建築　地質　 054-251-3130
8 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社　静岡営業所 静岡市清水区有東坂１３―２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-349-3328
9 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社　静岡支店 静岡市葵区春日二丁目１１―２１ 建設　 054-204-2570
10 株式会社エフウォーターマネジメント　静岡事務所 静岡市葵区駿府町１―４７ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-204-1401
11 応用地質株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区津島町１２―１９ 建設　地質　 054-283-8161
12 株式会社オオバ　静岡営業所 静岡市駿河区馬渕二丁目４―２６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-202-7080
13 株式会社大場上下水道設計　静岡営業所 静岡市駿河区八幡二丁目１０―２２ 測量　建設　地質　 054-284-6162
14 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所 静岡市葵区追手町２―２０ 測量　建設　建築　補償　 054-272-8815
15 オリジナル設計株式会社　静岡営業所 静岡市葵区黒金町１１―７ 測量　建設　建築　 054-251-7540
16 株式会社オリンピアコンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区田町七丁目１―８ 測量　建設　 054-204-0136
17 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 静岡事務所 静岡市葵区紺屋町１１―１ 測量　建設　地質　 054-221-0371
18 株式会社片平新日本技研　静岡事務所 静岡市駿河区中田三丁目４―１８ 測量　建設　地質　 054-280-2821
19 株式会社カナコン　静岡営業所 静岡市駿河区青木５６９ 測量　建設　地質　 054-257-6672
20 基礎地盤コンサルタンツ株式会社　静岡支店 静岡市駿河区稲川一丁目７―１５ 測量　建設　地質　補償　 054-284-2010
21 株式会社極東技工コンサルタント　静岡事務所 静岡市葵区黒金町５５ 測量　建設　建築　地質　 054-282-6121
22 株式会社近代設計　静岡営業所 静岡市葵区鷹匠二丁目２―３ 測量　建設　 054-221-8925
23 株式会社グラフィック　静岡営業所 静岡市駿河区宮竹二丁目２１―３ 測量　建設　地質　補償　 054-236-1850
24 株式会社グリーン　静岡営業所 静岡市葵区常磐町二丁目１１―２ 測量　建設　補償　 080-6906-5479
25 株式会社ケー・シー・エス　静岡営業所 静岡市駿河区津島町１２―１９ 建設　 080-2377-0036
26 株式会社建設環境研究所　静岡営業所 静岡市清水区由比阿僧１３―２ 測量　建設　建築　地質　 054-377-0120
27 株式会社建設技術研究所　静岡事務所 静岡市葵区呉服町一丁目２ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2344
28 株式会社コイデ　静岡事務所 静岡市清水区渋川５００―１ 測量　建設　地質　補償　 054-349-5650
29 株式会社コーセツコンサルタント　静岡営業所 静岡市駿河区東新田四丁目１７―２７―７ 建設　地質　 054-202-7051
30 株式会社国際開発コンサルタンツ　静岡事務所 静岡市葵区伝馬町１―２ 測量　建設　建築　地質　補償　 080-8735-3490
31 国際航業株式会社　静岡支店 静岡市葵区栄町４―１０ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-251-7977
32 国土防災技術株式会社　静岡支店 静岡市駿河区有東二丁目８―３６ 測量　建設　地質　補償　 054-687-1271

令和４・５年度（準市内）
（土木関係コンサルタント）
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33 株式会社サーベイリサーチセンター　静岡事務所 静岡市葵区追手町８―１ 建設　 054-251-3661
34 サンコーコンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市葵区昭府一丁目８―３５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-254-4503
35 株式会社三水コンサルタント　静岡事務所 静岡市駿河区八幡三丁目５―１７ 測量　建設　建築　地質　 054-286-7499
36 株式会社サン設計　静岡支社 静岡市葵区瀬名三丁目３０―１０ 測量　建設　 054-264-1121
37 三洋テクノマリン株式会社　静岡営業所 静岡市葵区北安東三丁目５―１８ 測量　建設　地質　 054-200-9011
38 ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区南町３―１ 測量　建設　地質　 054-269-5324
39 静岡コンサルタント株式会社　静岡支店 静岡市葵区鷹匠三丁目１―２０ 測量　建設　地質　補償　 054-204-1666
40 昭和株式会社　静岡支社 静岡市葵区紺屋町４―８ 測量　建設　建築　補償　 054-652-4393
41 株式会社新日本コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区吉野町４―７ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-270-3530
42 新日本設計株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区中島３２０１ 建設　 054-202-8782
43 新日本設計株式会社　静岡支店 静岡市駿河区新川一丁目９―１３ 測量　建設　補償　 054-269-6277
44 株式会社森林テクニクス　静岡支店 静岡市駿河区池田８６９ 測量　建設　地質　補償　 054-297-5030
45 株式会社スリーエスコンサルタンツ　静岡営業所 静岡市駿河区見瀬１６１―１ 測量　建設　 054-654-0788
46 株式会社静環検査センター　静岡支店 静岡市駿河区西脇６１０―３ 建設　地質　 054-288-8765
47 株式会社センク２１　静岡事務所 静岡市清水区鳥坂２１―１０ 測量　建設　 054-397-1344
48 セントラルコンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市葵区御幸町６―３ 測量　建設　建築　地質　 054-205-0855
49 株式会社創建　静岡支店 静岡市駿河区見瀬８２―１ 建設　 054-202-8890
50 大学産業株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区中原５３０―１ 建設　 054-202-8811
51 株式会社大建設計　静岡支所 静岡市駿河区栗原７―１２ 建設　建築　 054-265-2231
52 大日コンサルタント株式会社　静岡事務所 静岡市葵区御幸町１１―３０ 測量　建設　地質　補償　 054-685-9001
53 大日本コンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市葵区紺屋町１１―１ 測量　建設　建築　地質　 054-252-7757
54 株式会社ダイヤコンサルタント　静岡事務所 静岡市駿河区泉町８―３―７０２ 測量　建設　地質　 054-280-7771
55 玉野総合コンサルタント株式会社　静岡支店 静岡市葵区東静岡一丁目１―３９ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-267-7555
56 株式会社地圏総合コンサルタント　中部支店 静岡市葵区常磐町一丁目４ 測量　建設　地質　 054-260-5680
57 中央開発株式会社　東京支社静岡支店 静岡市駿河区聖一色１５７―１ 測量　建設　地質　 054-263-1020
58 中央コンサルタンツ株式会社　静岡事務所 静岡市葵区追手町１―６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2540
59 株式会社中央設計技術研究所　静岡事務所 静岡市葵区追手町２―２０ 測量　建設　建築　地質　 054-275-1024
60 中央復建コンサルタンツ株式会社　静岡営業所 静岡市葵区栄町４―８ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-221-7323
61 中部水工設計株式会社　駿河事務所 静岡市葵区瀬名二丁目２８－５８ 建設　 054-297-5081
62 株式会社中部綜合コンサルタント　静岡営業所 静岡市清水区追分三丁目１―２８ 測量　建設　地質　補償　 054-361-6811
63 株式会社長大 静岡事務所 静岡市葵区御幸町１１―１０ 測量　建設　建築　地質　 054-221-8360
64 株式会社チヨダ　静岡営業所 静岡市清水区草薙一丁目１３―１９ 建設　 054-260-6648
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65 株式会社千代田コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区栄町４―８ 測量　建設　地質　補償　 054-254-2620
66 株式会社テイコク　静岡営業所 静岡市清水区興津中町４２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-368-7676
67 株式会社データ設計　静岡営業所 静岡市駿河区用宗四丁目２１―１６ 建設　 054-266-4002
68 株式会社東海建設コンサルタント　静岡支店 静岡市葵区横内町２５ 測量　建設　地質　補償　 054-249-0735
69 株式会社東京建設コンサルタント　静岡事務所 静岡市葵区日出町２―１ 建設　 054-653-1715
70 株式会社東京設計事務所　静岡事務所 静岡市駿河区八幡一丁目２―９ 測量　建設　地質　 054-280-6901
71 株式会社東光コンサルタンツ　静岡営業所 静岡市駿河区小鹿９１３―３ 測量　建設　地質　 054-654-2833
72 株式会社東日　静岡営業所 静岡市葵区鷹匠二丁目２―３ 測量　建設　地質　補償　 054-253-1655
73 東洋技研コンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区馬渕二丁目１２―８ 測量　建設　地質　 054-685-8080
74 株式会社東洋コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区安西四丁目６５―２ 測量　建設　地質　 054-275-0160
75 株式会社トーニチコンサルタント　静岡事務所 静岡市葵区呉服町二丁目３―１ 測量　建設　建築　地質　 054-252-1630
76 株式会社トスコ　静岡営業所 静岡市葵区日出町１―２ 建設　 054-252-8910
77 トレンドデザイン株式会社　静岡事務所 静岡市清水区渋川５００－１ 建設　 054-349-5535
78 中日本建設コンサルタント株式会社　静岡事務所 静岡市葵区常磐町二丁目１３―１ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2281
79 中日本航空株式会社　静岡支店 静岡市駿河区池田８６４ 測量　建設　 054-264-8211
80 ニチレキ株式会社　駿河出張所 静岡市清水区今泉８９―１０ 測量　建設　 054-347-7387
81 株式会社日建技術コンサルタント　静岡事務所 静岡市葵区栄町５―１ 測量　建設　地質　 054-273-7741
82 株式会社日さく　静岡支店 静岡市駿河区下島３５３―１ 建設　地質　 054-237-3773
83 株式会社日新技術コンサルタント　静岡出張所 静岡市葵区田町二丁目７６―２ 測量　建設　建築　地質　 054-275-3280
84 株式会社日水コン　静岡事務所 静岡市葵区鷹匠三丁目７―２５ 測量　建設　建築　地質　 054-200-6745
85 日本交通技術株式会社　静岡営業所 静岡市葵区松富一丁目１―４―４０７ 測量　建設　 054-297-4660
86 株式会社日本インシーク　静岡営業所 静岡市駿河区南町１４―２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-280-6360
87 株式会社日本環境工学設計事務所　静岡事務所 静岡市葵区吉野町４―７ 建設　建築　 050-6875-6544
88 日本基礎技術株式会社　静岡営業所 静岡市葵区昭府一丁目８―３５ 建設　地質　 054-275-2311
89 日本工営株式会社　静岡事務所 静岡市葵区東静岡一丁目１―３９ 測量　建設　建築　地質　 054-655-7444
90 株式会社日本構造橋梁研究所　静岡営業所 静岡市駿河区泉町８―３―２０２ 建設　 054-280-5166
91 日本水工設計株式会社　静岡事務所 静岡市葵区栄町４―８ 測量　建設　建築　地質　 054-273-1321
92 株式会社日本水道設計社　静岡営業所 静岡市駿河区馬渕二丁目５―３８ 測量　建設　建築　地質　 054-280-1411
93 一般財団法人日本不動産研究所　静岡支所 静岡市葵区七間町８―２０ 建設　補償　 054-255-7325
94 株式会社ニュージェック　静岡事務所 静岡市駿河区大坪町３―３０ 測量　建設　建築　地質　 054-203-2666
95 パシフィックコンサルタンツ株式会社　静岡事務所 静岡市葵区日出町１―２ 測量　建設　建築　地質　 054-252-5868
96 株式会社蓮池設計　静岡営業所 静岡市葵区大岩二丁目４６―２０ 測量　建設　建築　地質　 054-249-2111
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97 株式会社パスコ　静岡支店 静岡市駿河区南町１１―１ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-289-5580
98 株式会社八州　静岡営業所 静岡市葵区福田ケ谷４１２―１ 測量　建設　地質　補償　 054-669-9213
99 株式会社光エンジニアリング　静岡営業所 静岡市清水区天神一丁目１０ 測量　建設　 054-364-7244
100 日之出水道機器株式会社　静岡営業所 静岡市葵区東千代田三丁目８―３３ 建設　 054-267-2118
101 株式会社ヒラテ技研　静岡事務所 静岡市清水区入船町１―１０ 建設　建築　 054-376-5030
102 不二総合コンサルタント株式会社　静岡支店 静岡市駿河区東新田三丁目２―１ 測量　建設　地質　補償　 054-257-7501
103 フジ地中情報株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区中田本町５６―３２ 測量　建設　地質　 054-202-8900
104 株式会社フジヤマ　静岡支店 静岡市葵区日出町１―２ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-8800
105 株式会社間瀬コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区日出町１―１０ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-272-3801
106 株式会社松井測量設計事務所　静岡営業所 静岡市葵区城東町６３―１７ 測量　建設　補償　 054-246-7005
107 三井共同建設コンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区石田一丁目２０―６ 測量　建設　建築　地質　 054-289-3170
108 八千代エンジニヤリング株式会社　静岡事務所 静岡市葵区栄町３―１ 測量　建設　建築　地質　 054-686-0610
109 立華株式会社　清水営業所 静岡市清水区村松原三丁目１―５ 建設　 054-334-2995
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1 アジア航測株式会社　静岡支店 静岡市駿河区中田二丁目１―６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-286-3420
2 株式会社エイト日本技術開発　静岡事務所 静岡市葵区伝馬町９―１０―４０３ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-275-5588
3 株式会社ＮＪＳ　静岡事務所 静岡市葵区両替町二丁目４―１５ 測量　建設　建築　地質　 054-251-3130
4 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社　静岡営業所 静岡市清水区有東坂１３―２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-349-3328
5 株式会社エフウォーターマネジメント　静岡事務所 静岡市葵区駿府町１―４７ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-204-1401
6 株式会社オオバ　静岡営業所 静岡市駿河区馬渕二丁目４―２６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-202-7080
7 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所 静岡市葵区追手町２―２０ 測量　建設　建築　補償　 054-272-8815
8 オリジナル設計株式会社　静岡営業所 静岡市葵区黒金町１１―７ 測量　建設　建築　 054-251-7540
9 株式会社極東技工コンサルタント　静岡事務所 静岡市葵区黒金町５５ 測量　建設　建築　地質　 054-282-6121
10 株式会社建設環境研究所　静岡営業所 静岡市清水区由比阿僧１３―２ 測量　建設　建築　地質　 054-377-0120
11 株式会社建設技術研究所　静岡事務所 静岡市葵区呉服町一丁目２ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2344
12 企業組合建築環境システム　静岡事務所 静岡市葵区新伝馬二丁目１―１５―１０５ 建築　 054-266-7332
13 株式会社国際開発コンサルタンツ　静岡事務所 静岡市葵区伝馬町１―２ 測量　建設　建築　地質　補償　 080-8735-3490
14 国際航業株式会社　静岡支店 静岡市葵区栄町４―１０ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-251-7977
15 サンコーコンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市葵区昭府一丁目８―３５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-254-4503
16 株式会社三水コンサルタント　静岡事務所 静岡市駿河区八幡三丁目５―１７ 測量　建設　建築　地質　 054-286-7499
17 昭和株式会社　静岡支社 静岡市葵区紺屋町４―８ 測量　建設　建築　補償　 054-652-4393
18 株式会社新日本コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区吉野町４―７ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-270-3530
19 セントラルコンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市葵区御幸町６―３ 測量　建設　建築　地質　 054-205-0855
20 株式会社大建設計　静岡支所 静岡市駿河区栗原７―１２ 建設　建築　 054-265-2231
21 大日本コンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市葵区紺屋町１１―１ 測量　建設　建築　地質　 054-252-7757
22 大和リース株式会社　静岡支店 静岡市駿河区石田一丁目３―２９ 建築　 054-202-6500
23 玉野総合コンサルタント株式会社　静岡支店 静岡市葵区東静岡一丁目１―３９ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-267-7555
24 中央コンサルタンツ株式会社　静岡事務所 静岡市葵区追手町１―６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2540
25 株式会社中央設計技術研究所　静岡事務所 静岡市葵区追手町２―２０ 測量　建設　建築　地質　 054-275-1024
26 中央復建コンサルタンツ株式会社　静岡営業所 静岡市葵区栄町４―８ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-221-7323
27 株式会社長大 静岡事務所 静岡市葵区御幸町１１―１０ 測量　建設　建築　地質　 054-221-8360
28 株式会社テイコク　静岡営業所 静岡市清水区興津中町４２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-368-7676
29 株式会社トーニチコンサルタント　静岡事務所 静岡市葵区呉服町二丁目３―１ 測量　建設　建築　地質　 054-252-1630
30 株式会社内藤建築事務所　静岡事務所 静岡市葵区栄町２―５ 建築　 054-253-6347
31 中日本建設コンサルタント株式会社　静岡事務所 静岡市葵区常磐町二丁目１３―１ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2281
32 株式会社日新技術コンサルタント　静岡出張所 静岡市葵区田町二丁目７６―２ 測量　建設　建築　地質　 054-275-3280

令和４・５年度（準市内）
（建築関係コンサルタント）
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No. 商号又は名称 所在地 業種 電話番号

令和４・５年度（準市内）
（建築関係コンサルタント）

33 株式会社日水コン　静岡事務所 静岡市葵区鷹匠三丁目７―２５ 測量　建設　建築　地質　 054-200-6745
34 株式会社日本インシーク　静岡営業所 静岡市駿河区南町１４―２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-280-6360
35 株式会社日本環境工学設計事務所　静岡事務所 静岡市葵区吉野町４―７ 建設　建築　 050-6875-6544
36 日本工営株式会社　静岡事務所 静岡市葵区東静岡一丁目１―３９ 測量　建設　建築　地質　 054-655-7444
37 日本水工設計株式会社　静岡事務所 静岡市葵区栄町４―８ 測量　建設　建築　地質　 054-273-1321
38 株式会社日本水道設計社　静岡営業所 静岡市駿河区馬渕二丁目５―３８ 測量　建設　建築　地質　 054-280-1411
39 株式会社ニュージェック　静岡事務所 静岡市駿河区大坪町３―３０ 測量　建設　建築　地質　 054-203-2666
40 パシフィックコンサルタンツ株式会社　静岡事務所 静岡市葵区日出町１―２ 測量　建設　建築　地質　 054-252-5868
41 株式会社蓮池設計　静岡営業所 静岡市葵区大岩二丁目４６―２０ 測量　建設　建築　地質　 054-249-2111
42 株式会社パスコ　静岡支店 静岡市駿河区南町１１―１ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-289-5580
43 株式会社日立建設設計　静岡営業所 静岡市駿河区聖一色８４―１ 建築　 090-8814-5836
44 株式会社ヒラテ技研　静岡事務所 静岡市清水区入船町１―１０ 建設　建築　 054-376-5030
45 株式会社フジヤマ　静岡支店 静岡市葵区日出町１―２ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-8800
46 株式会社間瀬コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区日出町１―１０ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-272-3801
47 三井共同建設コンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区石田一丁目２０―６ 測量　建設　建築　地質　 054-289-3170
48 八千代エンジニヤリング株式会社　静岡事務所 静岡市葵区栄町３―１ 測量　建設　建築　地質　 054-686-0610
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（地質調査）
No. 商号又は名称 所在地 業種 電話番号
1 朝日航洋株式会社　静岡支店 静岡市葵区黒金町２０―３ 測量　建設　地質　補償　 054-254-6456
2 アジア航測株式会社　静岡支店 静岡市駿河区中田二丁目１―６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-286-3420
3 いであ株式会社　静岡営業所 静岡市葵区鷹匠三丁目８―１５ 測量　建設　地質　補償　 054-651-5311
4 株式会社エイト日本技術開発　静岡事務所 静岡市葵区伝馬町９―１０―４０３ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-275-5588
5 株式会社ＮＪＳ　静岡事務所 静岡市葵区両替町二丁目４―１５ 測量　建設　建築　地質　 054-251-3130
6 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社　静岡営業所 静岡市清水区有東坂１３―２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-349-3328
7 株式会社エフウォーターマネジメント　静岡事務所 静岡市葵区駿府町１―４７ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-204-1401
8 応用地質株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区津島町１２―１９ 建設　地質　 054-283-8161
9 株式会社オオバ　静岡営業所 静岡市駿河区馬渕二丁目４―２６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-202-7080
10 株式会社大場上下水道設計　静岡営業所 静岡市駿河区八幡二丁目１０―２２ 測量　建設　地質　 054-284-6162
11 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 静岡事務所 静岡市葵区紺屋町１１―１ 測量　建設　地質　 054-221-0371
12 株式会社片平新日本技研　静岡事務所 静岡市駿河区中田三丁目４―１８ 測量　建設　地質　 054-280-2821
13 株式会社カナコン　静岡営業所 静岡市駿河区青木５６９ 測量　建設　地質　 054-257-6672
14 基礎地盤コンサルタンツ株式会社　静岡支店 静岡市駿河区稲川一丁目７―１５ 測量　建設　地質　補償　 054-284-2010
15 株式会社極東技工コンサルタント　静岡事務所 静岡市葵区黒金町５５ 測量　建設　建築　地質　 054-282-6121
16 株式会社グラフィック　静岡営業所 静岡市駿河区宮竹二丁目２１―３ 測量　建設　地質　補償　 054-236-1850
17 株式会社建設環境研究所　静岡営業所 静岡市清水区由比阿僧１３―２ 測量　建設　建築　地質　 054-377-0120
18 株式会社建設技術研究所　静岡事務所 静岡市葵区呉服町一丁目２ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2344
19 株式会社コイデ　静岡事務所 静岡市清水区渋川５００―１ 測量　建設　地質　補償　 054-349-5650
20 株式会社コーセツコンサルタント　静岡営業所 静岡市駿河区東新田四丁目１７―２７―７ 建設　地質　 054-202-7051
21 株式会社国際開発コンサルタンツ　静岡事務所 静岡市葵区伝馬町１―２ 測量　建設　建築　地質　補償　 080-8735-3490
22 国際航業株式会社　静岡支店 静岡市葵区栄町４―１０ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-251-7977
23 国土防災技術株式会社　静岡支店 静岡市駿河区有東二丁目８―３６ 測量　建設　地質　補償　 054-687-1271
24 サンコーコンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市葵区昭府一丁目８―３５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-254-4503
25 株式会社三水コンサルタント　静岡事務所 静岡市駿河区八幡三丁目５―１７ 測量　建設　建築　地質　 054-286-7499
26 三洋テクノマリン株式会社　静岡営業所 静岡市葵区北安東三丁目５―１８ 測量　建設　地質　 054-200-9011
27 ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区南町３―１ 測量　建設　地質　 054-269-5324
28 静岡コンサルタント株式会社　静岡支店 静岡市葵区鷹匠三丁目１―２０ 測量　建設　地質　補償　 054-204-1666
29 株式会社新日本コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区吉野町４―７ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-270-3530
30 株式会社森林テクニクス　静岡支店 静岡市駿河区池田８６９ 測量　建設　地質　補償　 054-297-5030
31 株式会社静環検査センター　静岡支店 静岡市駿河区西脇６１０―３ 建設　地質　 054-288-8765
32 セントラルコンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市葵区御幸町６―３ 測量　建設　建築　地質　 054-205-0855

令和４・５年度（準市内）
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（地質調査）
No. 商号又は名称 所在地 業種 電話番号

令和４・５年度（準市内）

33 大日コンサルタント株式会社　静岡事務所 静岡市葵区御幸町１１―３０ 測量　建設　地質　補償　 054-685-9001
34 大日本コンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市葵区紺屋町１１―１ 測量　建設　建築　地質　 054-252-7757
35 株式会社ダイヤコンサルタント　静岡事務所 静岡市駿河区泉町８―３―７０２ 測量　建設　地質　 054-280-7771
36 玉野総合コンサルタント株式会社　静岡支店 静岡市葵区東静岡一丁目１―３９ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-267-7555
37 株式会社地圏総合コンサルタント　中部支店 静岡市葵区常磐町一丁目４ 測量　建設　地質　 054-260-5680
38 中央開発株式会社　東京支社静岡支店 静岡市駿河区聖一色１５７―１ 測量　建設　地質　 054-263-1020
39 中央コンサルタンツ株式会社　静岡事務所 静岡市葵区追手町１―６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2540
40 株式会社中央設計技術研究所　静岡事務所 静岡市葵区追手町２―２０ 測量　建設　建築　地質　 054-275-1024
41 中央復建コンサルタンツ株式会社　静岡営業所 静岡市葵区栄町４―８ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-221-7323
42 株式会社中部綜合コンサルタント　静岡営業所 静岡市清水区追分三丁目１―２８ 測量　建設　地質　補償　 054-361-6811
43 株式会社長大 静岡事務所 静岡市葵区御幸町１１―１０ 測量　建設　建築　地質　 054-221-8360
44 株式会社千代田コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区栄町４―８ 測量　建設　地質　補償　 054-254-2620
45 株式会社テイコク　静岡営業所 静岡市清水区興津中町４２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-368-7676
46 株式会社東海建設コンサルタント　静岡支店 静岡市葵区横内町２５ 測量　建設　地質　補償　 054-249-0735
47 株式会社東京設計事務所　静岡事務所 静岡市駿河区八幡一丁目２―９ 測量　建設　地質　 054-280-6901
48 株式会社東光コンサルタンツ　静岡営業所 静岡市駿河区小鹿９１３―３ 測量　建設　地質　 054-654-2833
49 株式会社東日　静岡営業所 静岡市葵区鷹匠二丁目２―３ 測量　建設　地質　補償　 054-253-1655
50 東洋技研コンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区馬渕二丁目１２―８ 測量　建設　地質　 054-685-8080
51 株式会社東洋コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区安西四丁目６５―２ 測量　建設　地質　 054-275-0160
52 株式会社トーニチコンサルタント　静岡事務所 静岡市葵区呉服町二丁目３―１ 測量　建設　建築　地質　 054-252-1630
53 中日本建設コンサルタント株式会社　静岡事務所 静岡市葵区常磐町二丁目１３―１ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2281
54 株式会社日建技術コンサルタント　静岡事務所 静岡市葵区栄町５―１ 測量　建設　地質　 054-273-7741
55 株式会社日さく　静岡支店 静岡市駿河区下島３５３―１ 建設　地質　 054-237-3773
56 株式会社日新技術コンサルタント　静岡出張所 静岡市葵区田町二丁目７６―２ 測量　建設　建築　地質　 054-275-3280
57 株式会社日水コン　静岡事務所 静岡市葵区鷹匠三丁目７―２５ 測量　建設　建築　地質　 054-200-6745
58 株式会社日本インシーク　静岡営業所 静岡市駿河区南町１４―２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-280-6360
59 日本基礎技術株式会社　静岡営業所 静岡市葵区昭府一丁目８―３５ 建設　地質　 054-275-2311
60 日本工営株式会社　静岡事務所 静岡市葵区東静岡一丁目１―３９ 測量　建設　建築　地質　 054-655-7444
61 日本水工設計株式会社　静岡事務所 静岡市葵区栄町４―８ 測量　建設　建築　地質　 054-273-1321
62 株式会社日本水道設計社　静岡営業所 静岡市駿河区馬渕二丁目５―３８ 測量　建設　建築　地質　 054-280-1411
63 株式会社ニュージェック　静岡事務所 静岡市駿河区大坪町３―３０ 測量　建設　建築　地質　 054-203-2666
64 パシフィックコンサルタンツ株式会社　静岡事務所 静岡市葵区日出町１―２ 測量　建設　建築　地質　 054-252-5868
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（地質調査）
No. 商号又は名称 所在地 業種 電話番号

令和４・５年度（準市内）

65 株式会社蓮池設計　静岡営業所 静岡市葵区大岩二丁目４６―２０ 測量　建設　建築　地質　 054-249-2111
66 株式会社パスコ　静岡支店 静岡市駿河区南町１１―１ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-289-5580
67 株式会社八州　静岡営業所 静岡市葵区福田ケ谷４１２―１ 測量　建設　地質　補償　 054-669-9213
68 不二総合コンサルタント株式会社　静岡支店 静岡市駿河区東新田三丁目２―１ 測量　建設　地質　補償　 054-257-7501
69 フジ地中情報株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区中田本町５６―３２ 測量　建設　地質　 054-202-8900
70 株式会社フジヤマ　静岡支店 静岡市葵区日出町１―２ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-8800
71 株式会社間瀬コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区日出町１―１０ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-272-3801
72 三井共同建設コンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市駿河区石田一丁目２０―６ 測量　建設　建築　地質　 054-289-3170
73 八千代エンジニヤリング株式会社　静岡事務所 静岡市葵区栄町３―１ 測量　建設　建築　地質　 054-686-0610
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No. 商号又は名称 所在地 業種 電話番号
1 朝日航洋株式会社　静岡支店 静岡市葵区黒金町２０―３ 測量　建設　地質　補償　 054-254-6456
2 アジア航測株式会社　静岡支店 静岡市駿河区中田二丁目１―６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-286-3420
3 いであ株式会社　静岡営業所 静岡市葵区鷹匠三丁目８―１５ 測量　建設　地質　補償　 054-651-5311
4 株式会社イビソク　静岡営業所 静岡市葵区東草深町２０―２３ 測量　建設　補償　 054-269-5805
5 株式会社エイト日本技術開発　静岡事務所 静岡市葵区伝馬町９―１０―４０３ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-275-5588
6 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社　静岡営業所 静岡市清水区有東坂１３―２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-349-3328
7 株式会社エフウォーターマネジメント　静岡事務所 静岡市葵区駿府町１―４７ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-204-1401
8 株式会社オオバ　静岡営業所 静岡市駿河区馬渕二丁目４―２６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-202-7080
9 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　静岡事務所 静岡市葵区追手町２―２０ 測量　建設　建築　補償　 054-272-8815
10 基礎地盤コンサルタンツ株式会社　静岡支店 静岡市駿河区稲川一丁目７―１５ 測量　建設　地質　補償　 054-284-2010
11 株式会社グラフィック　静岡営業所 静岡市駿河区宮竹二丁目２１―３ 測量　建設　地質　補償　 054-236-1850
12 株式会社グリーン　静岡営業所 静岡市葵区常磐町二丁目１１―２ 測量　建設　補償　 080-6906-5479
13 株式会社建設技術研究所　静岡事務所 静岡市葵区呉服町一丁目２ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2344
14 株式会社コイデ　静岡事務所 静岡市清水区渋川５００―１ 測量　建設　地質　補償　 054-349-5650
15 株式会社国際開発コンサルタンツ　静岡事務所 静岡市葵区伝馬町１―２ 測量　建設　建築　地質　補償　 080-8735-3490
16 国際航業株式会社　静岡支店 静岡市葵区栄町４―１０ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-251-7977
17 国土防災技術株式会社　静岡支店 静岡市駿河区有東二丁目８―３６ 測量　建設　地質　補償　 054-687-1271
18 サンコーコンサルタント株式会社　静岡営業所 静岡市葵区昭府一丁目８―３５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-254-4503
19 静岡コンサルタント株式会社　静岡支店 静岡市葵区鷹匠三丁目１―２０ 測量　建設　地質　補償　 054-204-1666
20 株式会社四門　静岡営業所 静岡市葵区西草深町５―１６ 測量　補償　 054-205-0222
21 昭和株式会社　静岡支社 静岡市葵区紺屋町４―８ 測量　建設　建築　補償　 054-652-4393
22 株式会社新日本コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区吉野町４―７ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-270-3530
23 新日本設計株式会社　静岡支店 静岡市駿河区新川一丁目９―１３ 測量　建設　補償　 054-269-6277
24 株式会社森林テクニクス　静岡支店 静岡市駿河区池田８６９ 測量　建設　地質　補償　 054-297-5030
25 大日コンサルタント株式会社　静岡事務所 静岡市葵区御幸町１１―３０ 測量　建設　地質　補償　 054-685-9001
26 玉野総合コンサルタント株式会社　静岡支店 静岡市葵区東静岡一丁目１―３９ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-267-7555
27 中央コンサルタンツ株式会社　静岡事務所 静岡市葵区追手町１―６ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2540
28 中央復建コンサルタンツ株式会社　静岡営業所 静岡市葵区栄町４―８ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-221-7323
29 株式会社中部綜合コンサルタント　静岡営業所 静岡市清水区追分三丁目１―２８ 測量　建設　地質　補償　 054-361-6811
30 株式会社千代田コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区栄町４―８ 測量　建設　地質　補償　 054-254-2620
31 株式会社テイコク　静岡営業所 静岡市清水区興津中町４２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-368-7676
32 株式会社東海建設コンサルタント　静岡支店 静岡市葵区横内町２５ 測量　建設　地質　補償　 054-249-0735

令和４・５年度（準市内）
（補償関係コンサルタント）
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No. 商号又は名称 所在地 業種 電話番号

令和４・５年度（準市内）
（補償関係コンサルタント）

33 株式会社東日　静岡営業所 静岡市葵区鷹匠二丁目２―３ 測量　建設　地質　補償　 054-253-1655
34 中日本建設コンサルタント株式会社　静岡事務所 静岡市葵区常磐町二丁目１３―１ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-2281
35 株式会社日本インシーク　静岡営業所 静岡市駿河区南町１４―２５ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-280-6360
36 一般財団法人日本不動産研究所　静岡支所 静岡市葵区七間町８―２０ 建設　補償　 054-255-7325
37 株式会社パスコ　静岡支店 静岡市駿河区南町１１―１ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-289-5580
38 株式会社八州　静岡営業所 静岡市葵区福田ケ谷４１２―１ 測量　建設　地質　補償　 054-669-9213
39 不二総合コンサルタント株式会社　静岡支店 静岡市駿河区東新田三丁目２―１ 測量　建設　地質　補償　 054-257-7501
40 株式会社フジヤマ　静岡支店 静岡市葵区日出町１―２ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-250-8800
41 株式会社間瀬コンサルタント　静岡営業所 静岡市葵区日出町１―１０ 測量　建設　建築　地質　補償　 054-272-3801
42 株式会社松井測量設計事務所　静岡営業所 静岡市葵区城東町６３―１７ 測量　建設　補償　 054-246-7005
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