
建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 業種

浅間 2067 有限会社アイ・エス・オー 佐久市岩村田２６４‐４ 測量

浅間 2016 アサヤ開発株式会社 佐久市岩村田４２９‐４ 建築コンサル

浅間 2149 池田測量設計有限会社 佐久市入澤２４３‐１ 測量

浅間 2133 有限会社市川測量設計 佐久市猿久保８９０‐１２ 測量

浅間 2133 有限会社市川測量設計 佐久市猿久保８９０‐１２ 建築コンサル

浅間 2003 有限会社エイアイ建築設計事務所 佐久市猿久保６６８‐１ 建築コンサル

浅間 2036 金澤設計工房 佐久市小田井３５２ 建築コンサル

浅間 2212 株式会社サクセス 佐久市中込３０８８‐４ 測量

浅間 2012 佐々木設計株式会社 佐久市下平尾４８５‐１ 建築コンサル

浅間 2007 株式会社総和コンサル 佐久市鳴瀬１１３１‐１ 測量

浅間 2007 株式会社総和コンサル 佐久市鳴瀬１１３１‐１ 建設コンサル

浅間 2007 株式会社総和コンサル 佐久市鳴瀬１１３１‐１ 補償コンサル

浅間 2042 株式会社タイヨーエンジニヤ 佐久市根々井１８６ 測量

浅間 2042 株式会社タイヨーエンジニヤ 佐久市根々井１８６ 建設コンサル

浅間 2042 株式会社タイヨーエンジニヤ 佐久市根々井１８６ 地質調査

浅間 2042 株式会社タイヨーエンジニヤ 佐久市根々井１８６ 補償コンサル

浅間 2073 日測設計株式会社　佐久営業所 佐久市猿久保７７９‐１ 測量

浅間 2073 日測設計株式会社　佐久営業所 佐久市猿久保７７９‐１ 建設コンサル

浅間 2073 日測設計株式会社　佐久営業所 佐久市猿久保７７９‐１ 補償コンサル

浅間 2185 株式会社久高設計　佐久営業所 佐久市横和２３９‐６ 建築コンサル

浅間 2103 株式会社フジ技研　佐久支店 佐久市岩村田４４９６‐１ 測量

浅間 2103 株式会社フジ技研　佐久支店 佐久市岩村田４４９６‐１ 建設コンサル

浅間 2103 株式会社フジ技研　佐久支店 佐久市岩村田４４９６‐１ 地質調査

浅間 2103 株式会社フジ技研　佐久支店 佐久市岩村田４４９６‐１ 補償コンサル

浅間 2136 株式会社フジテック　東信営業所 佐久市中込３７７０‐２１ 測量

浅間 2136 株式会社フジテック　東信営業所 佐久市中込３７７０‐２１ 建設コンサル

浅間 2136 株式会社フジテック　東信営業所 佐久市中込３７７０‐２１ 補償コンサル

浅間 2015 細萱知敬事務所 佐久市猿久保８９１‐９ 測量

浅間 2171 株式会社町田設計 佐久市岩村田北１‐１７‐１２ 建築コンサル

浅間 2018 株式会社みすず綜合コンサルタント　佐久支店 佐久市根々井８８２‐１ 測量

浅間 2018 株式会社みすず綜合コンサルタント　佐久支店 佐久市根々井８８２‐１ 建築コンサル

浅間 2018 株式会社みすず綜合コンサルタント　佐久支店 佐久市根々井８８２‐１ 建設コンサル

浅間 2018 株式会社みすず綜合コンサルタント　佐久支店 佐久市根々井８８２‐１ 地質調査

浅間 2018 株式会社みすず綜合コンサルタント　佐久支店 佐久市根々井８８２‐１ 補償コンサル
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浅間 2132 株式会社ユーアール測量設計　佐久支店 佐久市小田井９５‐７ 測量

浅間 2132 株式会社ユーアール測量設計　佐久支店 佐久市小田井９５‐７ 建設コンサル

浅間 2011 有限会社良建築設計事務所 佐久市岩村田１２９１‐１ 建築コンサル

浅科 2273 一級建築士事務所設計室パオ 佐久市矢嶋７０８‐２ 建築コンサル

浅科 2052 軽井沢建築設計事務所 佐久市桑山１２２２‐２ 建築コンサル

浅科 2131 株式会社ドゥ建築設計企画 佐久市御馬寄５３３‐１ 建築コンサル

浅科 2002 山川建築設計事務所 佐久市塩名田５５８‐３ 建築コンサル

望月 2107 エイペクス測量設計 佐久市布施１１８９‐１ 測量

望月 2107 エイペクス測量設計 佐久市布施１１８９‐１ 建設コンサル

望月 2107 エイペクス測量設計 佐久市布施１１８９‐１ 補償コンサル

野沢 2141 株式会社アンドー　佐久営業所 佐久市安原１５４６‐２ 測量

野沢 2141 株式会社アンドー　佐久営業所 佐久市安原１５４６‐２ 建築コンサル

野沢 2141 株式会社アンドー　佐久営業所 佐久市安原１５４６‐２ 建設コンサル

野沢 2141 株式会社アンドー　佐久営業所 佐久市安原１５４６‐２ 地質調査

野沢 2141 株式会社アンドー　佐久営業所 佐久市安原１５４６‐２ 補償コンサル

野沢 2110 有限会社魁設計事務所 佐久市野沢３０６‐１２ 建築コンサル

野沢 2108 有限会社菊池測量設計 佐久市前山２９７‐５ 測量

野沢 2236 黒田整地開発株式会社　東信営業所 佐久市根岸１６１０‐２ 測量

野沢 2236 黒田整地開発株式会社　東信営業所 佐久市根岸１６１０‐２ 建設コンサル

野沢 2236 黒田整地開発株式会社　東信営業所 佐久市根岸１６１０‐２ 地質調査

野沢 2236 黒田整地開発株式会社　東信営業所 佐久市根岸１６１０‐２ 補償コンサル

野沢 2074 一般社団法人長野県林業コンサルタント協会　東信事務所 佐久市跡部６５‐１ 測量

野沢 2074 一般社団法人長野県林業コンサルタント協会　東信事務所 佐久市跡部６５‐１ 建設コンサル

野沢 2135 有限会社ワイエムテック 佐久市伴野１６３９‐２１ 測量

野沢 2135 有限会社ワイエムテック 佐久市伴野１６３９‐２１ 建設コンサル

中込 2205 株式会社アクロス 佐久市原１３８‐１２ 測量

中込 2205 株式会社アクロス 佐久市原１３８‐１２ 建築コンサル

中込 2205 株式会社アクロス 佐久市原１３８‐１２ 建設コンサル

中込 2205 株式会社アクロス 佐久市原１３８‐１２ 地質調査

中込 2205 株式会社アクロス 佐久市原１３８‐１２ 補償コンサル

中込 2134 株式会社浅間エンジニアリング 佐久市中込３７６４‐１ 測量

中込 2134 株式会社浅間エンジニアリング 佐久市中込３７６４‐１ 建設コンサル

中込 2134 株式会社浅間エンジニアリング 佐久市中込３７６４‐１ 地質調査

中込 2134 株式会社浅間エンジニアリング 佐久市中込３７６４‐１ 補償コンサル
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中込 2143 株式会社ガド建築設計事務所 佐久市中込７２６‐１ 建築コンサル

中込 2085 佐久技研有限会社 佐久市瀬戸字宮前２１４０‐６ 測量

中込 2085 佐久技研有限会社 佐久市瀬戸字宮前２１４０‐６ 建設コンサル

中込 2061 株式会社佐藤一級建築士事務所 佐久市中込３４６５‐２ 建築コンサル

中込 2027 有限会社タイム社 佐久市猿久保１２７‐６ 測量

中込 2027 有限会社タイム社 佐久市猿久保１２７‐６ 建設コンサル

中込 2027 有限会社タイム社 佐久市猿久保１２７‐６ 地質調査

中込 2027 有限会社タイム社 佐久市猿久保１２７‐６ 補償コンサル

中込 2001 有限会社中島進設計事務所 佐久市中込３７１３‐５３ 建築コンサル

中込 2139 有限会社長野計測 佐久市中込３５３８‐２ 測量

中込 2139 有限会社長野計測 佐久市中込３５３８‐２ 建設コンサル

中込 2139 有限会社長野計測 佐久市中込３５３８‐２ 地質調査

中込 2124 株式会社日研コンサル　佐久支店 佐久市中込３６３９‐１５ 測量

中込 2124 株式会社日研コンサル　佐久支店 佐久市中込３６３９‐１５ 建設コンサル

中込 2124 株式会社日研コンサル　佐久支店 佐久市中込３６３９‐１５ 補償コンサル

中込 2186 株式会社モテキ 佐久市中込３４２１‐５０ 測量

中込 2186 株式会社モテキ 佐久市中込３４２１‐５０ 建設コンサル

中込 2186 株式会社モテキ 佐久市中込３４２１‐５０ 地質調査

中込 2186 株式会社モテキ 佐久市中込３４２１‐５０ 補償コンサル

中込 2049 ＲＹＵ建築設計事務所 佐久市中込３１７８‐５ 建築コンサル

臼田 2091 有限会社イー・ティー・シー企画 佐久市北川５２５‐１１ 測量

臼田 2091 有限会社イー・ティー・シー企画 佐久市北川５２５‐１１ 建設コンサル

臼田 2091 有限会社イー・ティー・シー企画 佐久市北川５２５‐１１ 地質調査

臼田 2091 有限会社イー・ティー・シー企画 佐久市北川５２５‐１１ 補償コンサル

臼田 2004 株式会社ガイア 佐久市入沢１５８２ 測量

臼田 2004 株式会社ガイア 佐久市入沢１５８２ 建設コンサル

県内 2227 株式会社アーキディアック 松本市大字島立１１３２‐２５ 建築コンサル

県内 2078 株式会社アーキプラン 長野市南千歳１‐７‐１２ 建築コンサル

県内 2243 株式会社アイエーディー建築事務所 長野市大字上駒沢６５‐１ 建築コンサル

県内 2009 株式会社葵エンジニアリング　長野事務所 長野市真島町真島７９２‐１ 測量

県内 2009 株式会社葵エンジニアリング　長野事務所 長野市真島町真島７９２‐１ 建築コンサル

県内 2009 株式会社葵エンジニアリング　長野事務所 長野市真島町真島７９２‐１ 建設コンサル

県内 2009 株式会社葵エンジニアリング　長野事務所 長野市真島町真島７９２‐１ 地質調査

県内 2009 株式会社葵エンジニアリング　長野事務所 長野市真島町真島７９２‐１ 補償コンサル
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県内 2126 株式会社県設計 松本市埋橋１‐１‐６ 建築コンサル

県内 2163 株式会社アクアエンジニアリング 長野市大字徳間３３０５ 測量

県内 2163 株式会社アクアエンジニアリング 長野市大字徳間３３０５ 建設コンサル

県内 2006 朝日航洋株式会社　上田支店 上田市常田２‐２０‐２１ 測量

県内 2006 朝日航洋株式会社　上田支店 上田市常田２‐２０‐２１ 建設コンサル

県内 2006 朝日航洋株式会社　上田支店 上田市常田２‐２０‐２１ 地質調査

県内 2006 朝日航洋株式会社　上田支店 上田市常田２‐２０‐２１ 補償コンサル

県内 2053 アジア航測株式会社　信越支店 長野市大字鶴賀７５１‐６大成第２ビル 測量

県内 2053 アジア航測株式会社　信越支店 長野市大字鶴賀７５１‐６大成第２ビル 建築コンサル

県内 2053 アジア航測株式会社　信越支店 長野市大字鶴賀７５１‐６大成第２ビル 建設コンサル

県内 2053 アジア航測株式会社　信越支店 長野市大字鶴賀７５１‐６大成第２ビル 地質調査

県内 2053 アジア航測株式会社　信越支店 長野市大字鶴賀７５１‐６大成第２ビル 補償コンサル

県内 2215 株式会社伊藤建築設計事務所 松本市城西１‐８‐１９ 建築コンサル

県内 2247 株式会社イビソク　長野営業所 飯田市上殿岡７２‐１　２号 測量

県内 2247 株式会社イビソク　長野営業所 飯田市上殿岡７２‐１　２号 建設コンサル

県内 2247 株式会社イビソク　長野営業所 飯田市上殿岡７２‐１　２号 補償コンサル

県内 2140 株式会社内田測量 長野市篠ノ井会１３‐３ 測量

県内 2140 株式会社内田測量 長野市篠ノ井会１３‐３ 建設コンサル

県内 2140 株式会社内田測量 長野市篠ノ井会１３‐３ 地質調査

県内 2140 株式会社内田測量 長野市篠ノ井会１３‐３ 補償コンサル

県内 2242 株式会社エイト日本技術開発　長野営業所 上田市常磐城５‐１‐２７ 建設コンサル

県内 2242 株式会社エイト日本技術開発　長野営業所 上田市常磐城５‐１‐２７ 地質調査

県内 2242 株式会社エイト日本技術開発　長野営業所 上田市常磐城５‐１‐２７ 補償コンサル

県内 2138 株式会社ＡＢ．ｄｏ 長野市三輪５‐４１‐２３ 測量

県内 2138 株式会社ＡＢ．ｄｏ 長野市三輪５‐４１‐２３ 建築コンサル

県内 2138 株式会社ＡＢ．ｄｏ 長野市三輪５‐４１‐２３ 建設コンサル

県内 2138 株式会社ＡＢ．ｄｏ 長野市三輪５‐４１‐２３ 地質調査

県内 2138 株式会社ＡＢ．ｄｏ 長野市三輪５‐４１‐２３ 補償コンサル

県内 2025 栄和測量株式会社 飯田市鼎中平２８８７‐１ 測量

県内 2038 有限会社エーアンドエー構造研究所 松本市白板２‐３‐４０ 建築コンサル

県内 2088 株式会社エーシーエ設計 長野市柳原２３６０‐４ 建築コンサル

県内 2204 株式会社エース 伊那市西箕輪７２００‐５１ 測量

県内 2204 株式会社エース 伊那市西箕輪７２００‐５１ 建設コンサル

県内 2204 株式会社エース 伊那市西箕輪７２００‐５１ 地質調査
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県内 2204 株式会社エース 伊那市西箕輪７２００‐５１ 補償コンサル

県内 2023 株式会社エスビイデー　長野営業所 長野市大字鶴賀上千歳町１１３７‐２３長野１１３７ビル２階ＢＰＮ 建設コンサル

県内 2051 株式会社ＮＪＳ　長野事務所 長野市南千歳１‐３‐７ 測量

県内 2051 株式会社ＮＪＳ　長野事務所 長野市南千歳１‐３‐７ 建築コンサル

県内 2051 株式会社ＮＪＳ　長野事務所 長野市南千歳１‐３‐７ 建設コンサル

県内 2051 株式会社ＮＪＳ　長野事務所 長野市南千歳１‐３‐７ 地質調査

県内 2051 株式会社ＮＪＳ　長野事務所 長野市南千歳１‐３‐７ 補償コンサル

県内 2032 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社　長野営業所 長野市川中島町四ツ屋１３６５‐１２３ 測量

県内 2032 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社　長野営業所 長野市川中島町四ツ屋１３６５‐１２３ 建設コンサル

県内 2032 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社　長野営業所 長野市川中島町四ツ屋１３６５‐１２３ 地質調査

県内 2032 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社　長野営業所 長野市川中島町四ツ屋１３６５‐１２３ 補償コンサル

県内 2084 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社　長野支店 長野市新田町１１３７‐５ 建設コンサル

県内 2166 株式会社エフウォーターマネジメント　長野事務所 松本市女鳥羽３‐４‐２１‐Ｄ‐２０３ 測量

県内 2166 株式会社エフウォーターマネジメント　長野事務所 松本市女鳥羽３‐４‐２１‐Ｄ‐２０３ 建築コンサル

県内 2166 株式会社エフウォーターマネジメント　長野事務所 松本市女鳥羽３‐４‐２１‐Ｄ‐２０３ 建設コンサル

県内 2166 株式会社エフウォーターマネジメント　長野事務所 松本市女鳥羽３‐４‐２１‐Ｄ‐２０３ 地質調査

県内 2166 株式会社エフウォーターマネジメント　長野事務所 松本市女鳥羽３‐４‐２１‐Ｄ‐２０３ 補償コンサル

県内 2059 有限会社エンジニヤエヌディー 安曇野市豊科４３１９ 測量

県内 2059 有限会社エンジニヤエヌディー 安曇野市豊科４３１９ 建設コンサル

県内 2059 有限会社エンジニヤエヌディー 安曇野市豊科４３１９ 地質調査

県内 2192 応用地質株式会社　長野営業所 長野市大字栗田９９５‐１ 測量

県内 2192 応用地質株式会社　長野営業所 長野市大字栗田９９５‐１ 建設コンサル

県内 2192 応用地質株式会社　長野営業所 長野市大字栗田９９５‐１ 地質調査

県内 2106 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　長野事務所 松本市島立１４５８ 測量

県内 2106 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　長野事務所 松本市島立１４５８ 建築コンサル

県内 2106 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　長野事務所 松本市島立１４５８ 建設コンサル

県内 2106 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　長野事務所 松本市島立１４５８ 補償コンサル

県内 2228 オリジナル設計株式会社　長野営業所 松本市大手３‐４‐５ 測量

県内 2228 オリジナル設計株式会社　長野営業所 松本市大手３‐４‐５ 建築コンサル

県内 2228 オリジナル設計株式会社　長野営業所 松本市大手３‐４‐５ 建設コンサル

県内 2249 株式会社オリンピアコンサルタント　長野営業所 長野市大字中御所１６６‐１森ビル３０１号室 測量

県内 2249 株式会社オリンピアコンサルタント　長野営業所 長野市大字中御所１６６‐１森ビル３０１号室 建設コンサル

県内 2286 川崎地質株式会社　長野事務所 長野市栗田６５３‐２２３‐１０７ 測量

県内 2286 川崎地質株式会社　長野事務所 長野市栗田６５３‐２２３‐１０７ 建設コンサル
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建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 業種

県内 2286 川崎地質株式会社　長野事務所 長野市栗田６５３‐２２３‐１０７ 地質調査

県内 2244 株式会社環境技研コンサルタント　長野事務所 上田市諏訪形１３４２‐９ 測量

県内 2244 株式会社環境技研コンサルタント　長野事務所 上田市諏訪形１３４２‐９ 建築コンサル

県内 2244 株式会社環境技研コンサルタント　長野事務所 上田市諏訪形１３４２‐９ 建設コンサル

県内 2244 株式会社環境技研コンサルタント　長野事務所 上田市諏訪形１３４２‐９ 地質調査

県内 2130 株式会社環境技術センター 松本市大字笹賀５６５２‐１６６ 測量

県内 2130 株式会社環境技術センター 松本市大字笹賀５６５２‐１６６ 建設コンサル

県内 2148 株式会社環境計画 伊那市西町７２２７‐２３８３ 建築コンサル

県内 2148 株式会社環境計画 伊那市西町７２２７‐２３８３ 建設コンサル

県内 2209 環境都市設計株式会社 長野市大字鶴賀田町２３９６‐１ 測量

県内 2209 環境都市設計株式会社 長野市大字鶴賀田町２３９６‐１ 建設コンサル

県内 2105 管清工業株式会社　南信営業所 諏訪市南町２‐５ 測量

県内 2105 管清工業株式会社　南信営業所 諏訪市南町２‐５ 建設コンサル

県内 2161 技建開発株式会社 飯田市毛賀１３８２ 測量

県内 2161 技建開発株式会社 飯田市毛賀１３８２ 建築コンサル

県内 2161 技建開発株式会社 飯田市毛賀１３８２ 建設コンサル

県内 2161 技建開発株式会社 飯田市毛賀１３８２ 補償コンサル

県内 2177 キタイ設計株式会社　上田事務所 上田市長瀬１１０７‐３ 測量

県内 2177 キタイ設計株式会社　上田事務所 上田市長瀬１１０７‐３ 建築コンサル

県内 2177 キタイ設計株式会社　上田事務所 上田市長瀬１１０７‐３ 建設コンサル

県内 2177 キタイ設計株式会社　上田事務所 上田市長瀬１１０７‐３ 地質調査

県内 2177 キタイ設計株式会社　上田事務所 上田市長瀬１１０７‐３ 補償コンサル

県内 2142 株式会社北測 伊那市西春近下島２８７５‐３ 測量

県内 2142 株式会社北測 伊那市西春近下島２８７５‐３ 建設コンサル

県内 2142 株式会社北測 伊那市西春近下島２８７５‐３ 補償コンサル

県内 2231 株式会社共栄測量設計社 長野市大字柳原３４４‐３ 測量

県内 2231 株式会社共栄測量設計社 長野市大字柳原３４４‐３ 補償コンサル

県内 2271 株式会社協同測量社 長野市大字安茂里６７１ 測量

県内 2271 株式会社協同測量社 長野市大字安茂里６７１ 建設コンサル

県内 2271 株式会社協同測量社 長野市大字安茂里６７１ 補償コンサル

県内 2055 共和設計株式会社 長野市差出南３‐７‐４ 測量

県内 2055 共和設計株式会社 長野市差出南３‐７‐４ 建設コンサル

県内 2219 協和補償コンサルタント株式会社　長野支店 長野市青木島町綱島２０‐３ 測量

県内 2219 協和補償コンサルタント株式会社　長野支店 長野市青木島町綱島２０‐３ 建築コンサル
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建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 業種

県内 2219 協和補償コンサルタント株式会社　長野支店 長野市青木島町綱島２０‐３ 建設コンサル

県内 2219 協和補償コンサルタント株式会社　長野支店 長野市青木島町綱島２０‐３ 地質調査

県内 2219 協和補償コンサルタント株式会社　長野支店 長野市青木島町綱島２０‐３ 補償コンサル

県内 2121 株式会社倉橋建築計画事務所 松本市野溝木工１‐１‐３０ 建築コンサル

県内 2075 株式会社グラフィック 松本市井川城３‐３‐８‐５ 測量

県内 2075 株式会社グラフィック 松本市井川城３‐３‐８‐５ 建設コンサル

県内 2075 株式会社グラフィック 松本市井川城３‐３‐８‐５ 地質調査

県内 2075 株式会社グラフィック 松本市井川城３‐３‐８‐５ 補償コンサル

県内 2234 株式会社ＫＲＣ 長野市稲里町中央３‐３３‐２３ 測量

県内 2234 株式会社ＫＲＣ 長野市稲里町中央３‐３３‐２３ 建築コンサル

県内 2234 株式会社ＫＲＣ 長野市稲里町中央３‐３３‐２３ 建設コンサル

県内 2264 株式会社建設技術研究所　長野事務所 長野市大字鶴賀６２９‐１ 測量

県内 2264 株式会社建設技術研究所　長野事務所 長野市大字鶴賀６２９‐１ 建築コンサル

県内 2264 株式会社建設技術研究所　長野事務所 長野市大字鶴賀６２９‐１ 建設コンサル

県内 2264 株式会社建設技術研究所　長野事務所 長野市大字鶴賀６２９‐１ 地質調査

県内 2264 株式会社建設技術研究所　長野事務所 長野市大字鶴賀６２９‐１ 補償コンサル

県内 2216 株式会社こうそく　東信営業所 上田市国分１‐１‐５ 測量

県内 2216 株式会社こうそく　東信営業所 上田市国分１‐１‐５ 建設コンサル

県内 2216 株式会社こうそく　東信営業所 上田市国分１‐１‐５ 補償コンサル

県内 2269 株式会社江東微生物研究所　松本営業所 松本市野溝木工１‐６‐６０Ｋビル３階 建設コンサル

県内 2026 株式会社興和　長野営業所 長野市吉田４‐７‐３ 測量

県内 2026 株式会社興和　長野営業所 長野市吉田４‐７‐３ 建設コンサル

県内 2026 株式会社興和　長野営業所 長野市吉田４‐７‐３ 地質調査

県内 2035 国際航業株式会社　長野営業所 長野市鶴賀緑町１３９３‐３富士火災長野ビル２Ｆ 測量

県内 2035 国際航業株式会社　長野営業所 長野市鶴賀緑町１３９３‐３富士火災長野ビル２Ｆ 建築コンサル

県内 2035 国際航業株式会社　長野営業所 長野市鶴賀緑町１３９３‐３富士火災長野ビル２Ｆ 建設コンサル

県内 2035 国際航業株式会社　長野営業所 長野市鶴賀緑町１３９３‐３富士火災長野ビル２Ｆ 地質調査

県内 2035 国際航業株式会社　長野営業所 長野市鶴賀緑町１３９３‐３富士火災長野ビル２Ｆ 補償コンサル

県内 2063 国土監理株式会社 長野市大字北長池１７５６‐１ 測量

県内 2063 国土監理株式会社 長野市大字北長池１７５６‐１ 建設コンサル

県内 2063 国土監理株式会社 長野市大字北長池１７５６‐１ 補償コンサル

県内 2213 国土防災技術株式会社　長野支店 長野市大字稲葉８２６‐１ 測量

県内 2213 国土防災技術株式会社　長野支店 長野市大字稲葉８２６‐１ 建設コンサル

県内 2213 国土防災技術株式会社　長野支店 長野市大字稲葉８２６‐１ 地質調査
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建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 業種

県内 2213 国土防災技術株式会社　長野支店 長野市大字稲葉８２６‐１ 補償コンサル

県内 2207 株式会社コバコン 飯田市川路７５２７ 測量

県内 2013 株式会社サクセン 松本市双葉６‐１ 建設コンサル

県内 2013 株式会社サクセン 松本市双葉６‐１ 地質調査

県内 2197 サンコーコンサルタント株式会社　長野営業所 長野市鶴賀上千歳町１１３７‐２３長野１１３７ビル２階ＢＰＮ 測量

県内 2197 サンコーコンサルタント株式会社　長野営業所 長野市鶴賀上千歳町１１３７‐２３長野１１３７ビル２階ＢＰＮ 建築コンサル

県内 2197 サンコーコンサルタント株式会社　長野営業所 長野市鶴賀上千歳町１１３７‐２３長野１１３７ビル２階ＢＰＮ 建設コンサル

県内 2197 サンコーコンサルタント株式会社　長野営業所 長野市鶴賀上千歳町１１３７‐２３長野１１３７ビル２階ＢＰＮ 地質調査

県内 2197 サンコーコンサルタント株式会社　長野営業所 長野市鶴賀上千歳町１１３７‐２３長野１１３７ビル２階ＢＰＮ 補償コンサル

県内 2046 株式会社三水コンサルタント　長野事務所 上田市上野１５１‐２ 測量

県内 2046 株式会社三水コンサルタント　長野事務所 上田市上野１５１‐２ 建築コンサル

県内 2046 株式会社三水コンサルタント　長野事務所 上田市上野１５１‐２ 建設コンサル

県内 2046 株式会社三水コンサルタント　長野事務所 上田市上野１５１‐２ 地質調査

県内 2087 株式会社三友ファシリティーズデザイン 松本市征矢野２‐８‐１０ 建築コンサル

県内 2172 株式会社シーテック　長野支社 長野市吉田１‐８‐１５ 測量

県内 2172 株式会社シーテック　長野支社 長野市吉田１‐８‐１５ 建設コンサル

県内 2268 株式会社島田建設コンサルタント　上田事務所 上田市上田原６５１‐１ 測量

県内 2268 株式会社島田建設コンサルタント　上田事務所 上田市上田原６５１‐１ 建設コンサル

県内 2268 株式会社島田建設コンサルタント　上田事務所 上田市上田原６５１‐１ 補償コンサル

県内 2251 株式会社四門　信越支店 長野市大字鶴賀７５１‐６大成第二ビル２０２ 測量

県内 2251 株式会社四門　信越支店 長野市大字鶴賀７５１‐６大成第二ビル２０２ 建設コンサル

県内 2251 株式会社四門　信越支店 長野市大字鶴賀７５１‐６大成第二ビル２０２ 補償コンサル

県内 2115 株式会社シャトーシーピー 東御市鞍掛３８３‐９ 測量

県内 2115 株式会社シャトーシーピー 東御市鞍掛３８３‐９ 建築コンサル

県内 2115 株式会社シャトーシーピー 東御市鞍掛３８３‐９ 建設コンサル

県内 2115 株式会社シャトーシーピー 東御市鞍掛３８３‐９ 補償コンサル

県内 2120 株式会社昭和設計事務所 長野市差出南１‐６‐２２ 測量

県内 2120 株式会社昭和設計事務所 長野市差出南１‐６‐２２ 建築コンサル

県内 2120 株式会社昭和設計事務所 長野市差出南１‐６‐２２ 建設コンサル

県内 2284 昭和株式会社　長野営業所 長野市大字鶴賀問御所町１２４１‐１ 測量

県内 2284 昭和株式会社　長野営業所 長野市大字鶴賀問御所町１２４１‐１ 建設コンサル

県内 2284 昭和株式会社　長野営業所 長野市大字鶴賀問御所町１２４１‐１ 補償コンサル

県内 2122 昭和不動産鑑定株式会社 上田市緑が丘１‐２７‐５９ 補償コンサル

県内 2200 株式会社新光コンサルタント　長野事務所 長野市大字石渡４５６‐４２レジデンスＫＵＲＡＳＡＷＡ２０３号室 測量
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建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 業種

県内 2200 株式会社新光コンサルタント　長野事務所 長野市大字石渡４５６‐４２レジデンスＫＵＲＡＳＡＷＡ２０３号室 建築コンサル

県内 2200 株式会社新光コンサルタント　長野事務所 長野市大字石渡４５６‐４２レジデンスＫＵＲＡＳＡＷＡ２０３号室 建設コンサル

県内 2082 新日本航業株式会社 小諸市甲字上鶴巻１１７６‐４ 測量

県内 2082 新日本航業株式会社 小諸市甲字上鶴巻１１７６‐４ 建設コンサル

県内 2082 新日本航業株式会社 小諸市甲字上鶴巻１１７６‐４ 補償コンサル

県内 2050 新日本設計株式会社　東信営業所 上田市常入１‐１５‐６４ 測量

県内 2050 新日本設計株式会社　東信営業所 上田市常入１‐１５‐６４ 建築コンサル

県内 2050 新日本設計株式会社　東信営業所 上田市常入１‐１５‐６４ 建設コンサル

県内 2050 新日本設計株式会社　東信営業所 上田市常入１‐１５‐６４ 地質調査

県内 2086 株式会社スペースプラン 長野市大字北長池２４９‐４ 建築コンサル

県内 2158 株式会社青建設計 小諸市甲５４９‐２ 建築コンサル

県内 2017 株式会社ゼンリン　長野営業所 長野市三輪荒屋１１５１‐１サンライズニシザワビル２Ｆ 測量

県内 2021 株式会社総合環境研究所 松本市高宮南５‐２６‐１ 建設コンサル

県内 2210 綜合地質コンサルタント株式会社 長野市稲里町中氷鉋１０８５‐７ 測量

県内 2210 綜合地質コンサルタント株式会社 長野市稲里町中氷鉋１０８５‐７ 建設コンサル

県内 2210 綜合地質コンサルタント株式会社 長野市稲里町中氷鉋１０８５‐７ 地質調査

県内 2262 株式会社第一設計 長野市大字西尾張部２５６‐４ 建築コンサル

県内 2190 株式会社大輝　上田営業所 上田市諏訪形６４８‐１ 測量

県内 2190 株式会社大輝　上田営業所 上田市諏訪形６４８‐１ 建築コンサル

県内 2190 株式会社大輝　上田営業所 上田市諏訪形６４８‐１ 建設コンサル

県内 2190 株式会社大輝　上田営業所 上田市諏訪形６４８‐１ 地質調査

県内 2190 株式会社大輝　上田営業所 上田市諏訪形６４８‐１ 補償コンサル

県内 2128 大成測量設計株式会社 安曇野市穂高７６０２‐３ 測量

県内 2128 大成測量設計株式会社 安曇野市穂高７６０２‐３ 建設コンサル

県内 2128 大成測量設計株式会社 安曇野市穂高７６０２‐３ 補償コンサル

県内 2218 大日本コンサルタント株式会社　長野営業所 上伊那郡中川村葛島１５２４ 測量

県内 2218 大日本コンサルタント株式会社　長野営業所 上伊那郡中川村葛島１５２４ 建設コンサル

県内 2218 大日本コンサルタント株式会社　長野営業所 上伊那郡中川村葛島１５２４ 地質調査

県内 2261 株式会社ダイヤコンサルタント　長野事務所 伊那市狐島３７７５‐３ 測量

県内 2261 株式会社ダイヤコンサルタント　長野事務所 伊那市狐島３７７５‐３ 建設コンサル

県内 2261 株式会社ダイヤコンサルタント　長野事務所 伊那市狐島３７７５‐３ 地質調査

県内 2206 大和リース株式会社　長野営業所 長野市大字栗田８５０ 建築コンサル

県内 2270 株式会社竹村建築設計事務所 長野市大字北長池９６‐１ 建築コンサル

県内 2152 玉野総合コンサルタント株式会社　飯田事務所 飯田市松尾代田１５８９‐１ 測量
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建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 業種

県内 2152 玉野総合コンサルタント株式会社　飯田事務所 飯田市松尾代田１５８９‐１ 建設コンサル

県内 2152 玉野総合コンサルタント株式会社　飯田事務所 飯田市松尾代田１５８９‐１ 地質調査

県内 2152 玉野総合コンサルタント株式会社　飯田事務所 飯田市松尾代田１５８９‐１ 補償コンサル

県内 2279 株式会社地域計画センター 長野市大字北長池字上河原１９２４‐２ 測量

県内 2279 株式会社地域計画センター 長野市大字北長池字上河原１９２４‐２ 建築コンサル

県内 2279 株式会社地域計画センター 長野市大字北長池字上河原１９２４‐２ 建設コンサル

県内 2279 株式会社地域計画センター 長野市大字北長池字上河原１９２４‐２ 地質調査

県内 2279 株式会社地域計画センター 長野市大字北長池字上河原１９２４‐２ 補償コンサル

県内 2077 株式会社地域総合計画 須坂市大字野辺１３５４‐１ 測量

県内 2077 株式会社地域総合計画 須坂市大字野辺１３５４‐１ 建設コンサル

県内 2272 中央開発株式会社　関東支店長野営業所 埴科郡坂城町坂城１２０４ 測量

県内 2272 中央開発株式会社　関東支店長野営業所 埴科郡坂城町坂城１２０４ 建設コンサル

県内 2272 中央開発株式会社　関東支店長野営業所 埴科郡坂城町坂城１２０４ 地質調査

県内 2188 中央航業株式会社　長野営業所 長野市大字栗田８５７‐１ 測量

県内 2259 株式会社中央工研 松本市大字島立９７８‐１ 測量

県内 2259 株式会社中央工研 松本市大字島立９７８‐１ 建設コンサル

県内 2033 中央コンサルタンツ株式会社　飯田事務所 飯田市元町５４３０‐５ 測量

県内 2033 中央コンサルタンツ株式会社　飯田事務所 飯田市元町５４３０‐５ 建設コンサル

県内 2033 中央コンサルタンツ株式会社　飯田事務所 飯田市元町５４３０‐５ 地質調査

県内 2033 中央コンサルタンツ株式会社　飯田事務所 飯田市元町５４３０‐５ 補償コンサル

県内 2150 株式会社中央ジオマチックス　長野営業所 長野市三輪１３０１‐３ 測量

県内 2160 株式会社中央設計技術研究所　長野事務所 長野市大字栗田５０５‐４ 測量

県内 2160 株式会社中央設計技術研究所　長野事務所 長野市大字栗田５０５‐４ 建築コンサル

県内 2160 株式会社中央設計技術研究所　長野事務所 長野市大字栗田５０５‐４ 建設コンサル

県内 2160 株式会社中央設計技術研究所　長野事務所 長野市大字栗田５０５‐４ 地質調査

県内 2237 株式会社中部設計　長野営業所 長野市西尾張部２５６‐４ 測量

県内 2237 株式会社中部設計　長野営業所 長野市西尾張部２５６‐４ 建築コンサル

県内 2237 株式会社中部設計　長野営業所 長野市西尾張部２５６‐４ 建設コンサル

県内 2235 株式会社中部測地研究所 諏訪市大字湖南８０１‐１ 測量

県内 2235 株式会社中部測地研究所 諏訪市大字湖南８０１‐１ 建設コンサル

県内 2235 株式会社中部測地研究所 諏訪市大字湖南８０１‐１ 地質調査

県内 2235 株式会社中部測地研究所 諏訪市大字湖南８０１‐１ 補償コンサル

県内 2047 株式会社中部日本測量社 松本市大字里山辺１８２３‐４ 測量

県内 2047 株式会社中部日本測量社 松本市大字里山辺１８２３‐４ 補償コンサル
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建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 業種

県内 2255 株式会社長大　長野事務所 長野市栗田１０１０‐１ 測量

県内 2255 株式会社長大　長野事務所 長野市栗田１０１０‐１ 建築コンサル

県内 2255 株式会社長大　長野事務所 長野市栗田１０１０‐１ 建設コンサル

県内 2255 株式会社長大　長野事務所 長野市栗田１０１０‐１ 地質調査

県内 2246 株式会社千代田コンサルタント　長野営業所 飯田市駄科１６０７ 測量

県内 2246 株式会社千代田コンサルタント　長野営業所 飯田市駄科１６０７ 建設コンサル

県内 2246 株式会社千代田コンサルタント　長野営業所 飯田市駄科１６０７ 地質調査

県内 2246 株式会社千代田コンサルタント　長野営業所 飯田市駄科１６０７ 補償コンサル

県内 2182 株式会社テレコムＣ＆Ｃ　長野事務所 長野市上松４‐３０‐１８ 建設コンサル

県内 2089 株式会社東洋コンサルタント　長野支店 安曇野市三郷明盛３４１２‐３ 測量

県内 2089 株式会社東洋コンサルタント　長野支店 安曇野市三郷明盛３４１２‐３ 建設コンサル

県内 2089 株式会社東洋コンサルタント　長野支店 安曇野市三郷明盛３４１２‐３ 地質調査

県内 2157 株式会社利根設計事務所　長野営業所 長野市若里２‐１‐３０ 測量

県内 2157 株式会社利根設計事務所　長野営業所 長野市若里２‐１‐３０ 建設コンサル

県内 2157 株式会社利根設計事務所　長野営業所 長野市若里２‐１‐３０ 地質調査

県内 2208 株式会社土木管理総合試験所 長野市篠ノ井御幣川８７７‐１ 測量

県内 2208 株式会社土木管理総合試験所 長野市篠ノ井御幣川８７７‐１ 建築コンサル

県内 2208 株式会社土木管理総合試験所 長野市篠ノ井御幣川８７７‐１ 建設コンサル

県内 2208 株式会社土木管理総合試験所 長野市篠ノ井御幣川８７７‐１ 地質調査

県内 2208 株式会社土木管理総合試験所 長野市篠ノ井御幣川８７７‐１ 補償コンサル

県内 2240 株式会社冨永調査事務所　長野支店 長野市青木島１‐７‐９ 測量

県内 2240 株式会社冨永調査事務所　長野支店 長野市青木島１‐７‐９ 建設コンサル

県内 2240 株式会社冨永調査事務所　長野支店 長野市青木島１‐７‐９ 地質調査

県内 2240 株式会社冨永調査事務所　長野支店 長野市青木島１‐７‐９ 補償コンサル

県内 2274 内外エンジニアリング株式会社　長野営業所 上田市常田２‐２２‐３１‐１０５ 測量

県内 2274 内外エンジニアリング株式会社　長野営業所 上田市常田２‐２２‐３１‐１０５ 建築コンサル

県内 2274 内外エンジニアリング株式会社　長野営業所 上田市常田２‐２２‐３１‐１０５ 建設コンサル

県内 2274 内外エンジニアリング株式会社　長野営業所 上田市常田２‐２２‐３１‐１０５ 地質調査

県内 2274 内外エンジニアリング株式会社　長野営業所 上田市常田２‐２２‐３１‐１０５ 補償コンサル

県内 2224 中日本建設コンサルタント株式会社　長野事務所 長野市川中島町四ツ屋１３６５‐１５１ 測量

県内 2224 中日本建設コンサルタント株式会社　長野事務所 長野市川中島町四ツ屋１３６５‐１５１ 建築コンサル

県内 2224 中日本建設コンサルタント株式会社　長野事務所 長野市川中島町四ツ屋１３６５‐１５１ 建設コンサル

県内 2224 中日本建設コンサルタント株式会社　長野事務所 長野市川中島町四ツ屋１３６５‐１５１ 地質調査

県内 2224 中日本建設コンサルタント株式会社　長野事務所 長野市川中島町四ツ屋１３６５‐１５１ 補償コンサル
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建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）
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申請
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商号または名称 所在地 業種

県内 2104 中日本航空株式会社　長野営業所 飯田市鼎上山４０４０‐１ 測量

県内 2104 中日本航空株式会社　長野営業所 飯田市鼎上山４０４０‐１ 建設コンサル

県内 2183 株式会社中庭測量コンサルタント　中部支社 松本市中山台２５‐１ 測量

県内 2183 株式会社中庭測量コンサルタント　中部支社 松本市中山台２５‐１ 建設コンサル

県内 2183 株式会社中庭測量コンサルタント　中部支社 松本市中山台２５‐１ 補償コンサル

県内 2081 株式会社ナカノアイシステム　長野営業所 長野市大豆島１６１３　コーポソイビーン・ウエストツリー１１２ 測量

県内 2081 株式会社ナカノアイシステム　長野営業所 長野市大豆島１６１３　コーポソイビーン・ウエストツリー１１２ 建設コンサル

県内 2081 株式会社ナカノアイシステム　長野営業所 長野市大豆島１６１３　コーポソイビーン・ウエストツリー１１２ 補償コンサル

県内 2226 株式会社長野技研 松本市大字新村２３２６ 測量

県内 2226 株式会社長野技研 松本市大字新村２３２６ 建築コンサル

県内 2226 株式会社長野技研 松本市大字新村２３２６ 建設コンサル

県内 2226 株式会社長野技研 松本市大字新村２３２６ 地質調査

県内 2226 株式会社長野技研 松本市大字新村２３２６ 補償コンサル

県内 2068 長野技研コンサルタント株式会社 長野市真島町真島１２９２ 測量

県内 2068 長野技研コンサルタント株式会社 長野市真島町真島１２９２ 建設コンサル

県内 2199 公益財団法人長野県建設技術センター 長野市大字南長野字幅下６６７‐６ 建設コンサル

県内 2159 公益社団法人長野県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 長野市大字南長野妻科３９９‐２ 測量

県内 2119 長野県土地改良事業団体連合会 長野市大字南長野字宮東４５２‐１ 建築コンサル

県内 2119 長野県土地改良事業団体連合会 長野市大字南長野字宮東４５２‐１ 建設コンサル

県内 2057 株式会社長野土地調査 長野市若宮２‐１１‐１１ 測量

県内 2097 有限会社中村企画 上田市中野５１３‐５ 測量

県内 2097 有限会社中村企画 上田市中野５１３‐５ 建設コンサル

県内 2169 株式会社西入不動産鑑定事務所 上田市中央１‐３‐１３ 補償コンサル

県内 2118 ニチレキ株式会社　長野営業所 長野市大字北長池字河原１９３２ 測量

県内 2118 ニチレキ株式会社　長野営業所 長野市大字北長池字河原１９３２ 建設コンサル

県内 2253 株式会社日建エンジニアリング 松本市両島７‐１６ 地質調査

県内 2071 株式会社日さく　長野営業所 長野市大字北尾張部１１０‐１ 測量

県内 2071 株式会社日さく　長野営業所 長野市大字北尾張部１１０‐１ 建設コンサル

県内 2071 株式会社日さく　長野営業所 長野市大字北尾張部１１０‐１ 地質調査

県内 2201 株式会社日産技術コンサルタント　長野事務所 茅野市豊平福沢１２３１‐１ 測量

県内 2201 株式会社日産技術コンサルタント　長野事務所 茅野市豊平福沢１２３１‐１ 建築コンサル

県内 2201 株式会社日産技術コンサルタント　長野事務所 茅野市豊平福沢１２３１‐１ 建設コンサル

県内 2201 株式会社日産技術コンサルタント　長野事務所 茅野市豊平福沢１２３１‐１ 地質調査

県内 2030 株式会社日水コン　長野事務所 長野市真島町真島１２９２ 測量
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県内 2030 株式会社日水コン　長野事務所 長野市真島町真島１２９２ 建設コンサル

県内 2030 株式会社日水コン　長野事務所 長野市真島町真島１２９２ 地質調査

県内 2202 日特建設株式会社　長野営業所 長野市七瀬中町１６１‐１ 建設コンサル

県内 2202 日特建設株式会社　長野営業所 長野市七瀬中町１６１‐１ 地質調査

県内 2024 株式会社日本インシーク　長野営業所 松本市笹賀３３１９ー６ 測量

県内 2024 株式会社日本インシーク　長野営業所 松本市笹賀３３１９ー６ 建築コンサル

県内 2024 株式会社日本インシーク　長野営業所 松本市笹賀３３１９ー６ 建設コンサル

県内 2024 株式会社日本インシーク　長野営業所 松本市笹賀３３１９ー６ 地質調査

県内 2024 株式会社日本インシーク　長野営業所 松本市笹賀３３１９ー６ 補償コンサル

県内 2267 日本海航測株式会社　長野支店 長野市三輪６‐２６‐３１ 測量

県内 2230 株式会社日本海コンサルタント　長野支店 長野市三輪６‐２６‐３１太邦ビル１階 測量

県内 2230 株式会社日本海コンサルタント　長野支店 長野市三輪６‐２６‐３１太邦ビル１階 建設コンサル

県内 2230 株式会社日本海コンサルタント　長野支店 長野市三輪６‐２６‐３１太邦ビル１階 地質調査

県内 2230 株式会社日本海コンサルタント　長野支店 長野市三輪６‐２６‐３１太邦ビル１階 補償コンサル

県内 2066 日本工営株式会社　長野事務所 長野市南石堂町１２８２‐１６ 測量

県内 2066 日本工営株式会社　長野事務所 長野市南石堂町１２８２‐１６ 建築コンサル

県内 2066 日本工営株式会社　長野事務所 長野市南石堂町１２８２‐１６ 建設コンサル

県内 2066 日本工営株式会社　長野事務所 長野市南石堂町１２８２‐１６ 地質調査

県内 2096 日本水工設計株式会社　長野事務所 長野市上ヶ屋２４７１‐１８７３ 測量

県内 2096 日本水工設計株式会社　長野事務所 長野市上ヶ屋２４７１‐１８７３ 建築コンサル

県内 2096 日本水工設計株式会社　長野事務所 長野市上ヶ屋２４７１‐１８７３ 建設コンサル

県内 2096 日本水工設計株式会社　長野事務所 長野市上ヶ屋２４７１‐１８７３ 地質調査

県内 2034 株式会社日本水道設計社　長野事務所 安曇野市穂高７５８１‐４ 測量

県内 2034 株式会社日本水道設計社　長野事務所 安曇野市穂高７５８１‐４ 建築コンサル

県内 2034 株式会社日本水道設計社　長野事務所 安曇野市穂高７５８１‐４ 建設コンサル

県内 2034 株式会社日本水道設計社　長野事務所 安曇野市穂高７５８１‐４ 地質調査

県内 2196 日本綜合建設株式会社 長野市若里２‐１５‐５７ 測量

県内 2196 日本綜合建設株式会社 長野市若里２‐１５‐５７ 建設コンサル

県内 2196 日本綜合建設株式会社 長野市若里２‐１５‐５７ 地質調査

県内 2196 日本綜合建設株式会社 長野市若里２‐１５‐５７ 補償コンサル

県内 2178 株式会社ニュージェック　長野事務所 長野市大字中御所岡田町１６６‐１ 測量

県内 2178 株式会社ニュージェック　長野事務所 長野市大字中御所岡田町１６６‐１ 建築コンサル

県内 2178 株式会社ニュージェック　長野事務所 長野市大字中御所岡田町１６６‐１ 建設コンサル

県内 2178 株式会社ニュージェック　長野事務所 長野市大字中御所岡田町１６６‐１ 地質調査
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建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 業種

県内 2098 パシフィックコンサルタンツ株式会社　長野事務所 長野市中御所町４‐２ 測量

県内 2098 パシフィックコンサルタンツ株式会社　長野事務所 長野市中御所町４‐２ 建設コンサル

県内 2098 パシフィックコンサルタンツ株式会社　長野事務所 長野市中御所町４‐２ 地質調査

県内 2211 株式会社パスコ　長野支店 長野市緑町１６０５‐１４ 測量

県内 2211 株式会社パスコ　長野支店 長野市緑町１６０５‐１４ 建築コンサル

県内 2211 株式会社パスコ　長野支店 長野市緑町１６０５‐１４ 建設コンサル

県内 2211 株式会社パスコ　長野支店 長野市緑町１６０５‐１４ 地質調査

県内 2211 株式会社パスコ　長野支店 長野市緑町１６０５‐１４ 補償コンサル

県内 2198 株式会社八州　長野営業所 長野市稲里町下氷鉋１３８２‐２ 測量

県内 2198 株式会社八州　長野営業所 長野市稲里町下氷鉋１３８２‐２ 建設コンサル

県内 2198 株式会社八州　長野営業所 長野市稲里町下氷鉋１３８２‐２ 地質調査

県内 2198 株式会社八州　長野営業所 長野市稲里町下氷鉋１３８２‐２ 補償コンサル

県内 2093 株式会社林魏建築設計事務所 長野市大字南長野西後町６２４ 建築コンサル

県内 2070 東日本総合計画株式会社　長野支店 長野市大字栗田１８２‐１ 測量

県内 2070 東日本総合計画株式会社　長野支店 長野市大字栗田１８２‐１ 建設コンサル

県内 2070 東日本総合計画株式会社　長野支店 長野市大字栗田１８２‐１ 補償コンサル

県内 2043 株式会社東浜設計 小諸市甲１７３７‐２ 建築コンサル

県内 2116 日之出水道機器株式会社　長野営業所 松本市笹部１‐３‐７　オフィスＧ．Ｂ２０１ 建設コンサル

県内 2275 平和エンジニアリング株式会社 長野市神明１２‐１ 測量

県内 2275 平和エンジニアリング株式会社 長野市神明１２‐１ 建設コンサル

県内 2275 平和エンジニアリング株式会社 長野市神明１２‐１ 補償コンサル

県内 2144 株式会社北信ボーリング　長野支店 長野市大字風間７４８‐１ 建設コンサル

県内 2144 株式会社北信ボーリング　長野支店 長野市大字風間７４８‐１ 地質調査

県内 2193 北陽建設株式会社　長野営業所 長野市大字稲葉１９９３‐１ 測量

県内 2193 北陽建設株式会社　長野営業所 長野市大字稲葉１９９３‐１ 建設コンサル

県内 2193 北陽建設株式会社　長野営業所 長野市大字稲葉１９９３‐１ 地質調査

県内 2060 株式会社丸菱行政地図　松本営業所 松本市女鳥羽３‐４‐２２‐Ｂ１０４ 測量

県内 2113 株式会社宮本忠長建築設計事務所 長野市大字柳原１８７５‐１ 建築コンサル

県内 2005 株式会社みゆき野 長野市大字風間７４８‐１ 地質調査

県内 2214 明治コンサルタント株式会社　長野営業所 長野市大字鶴賀七瀬南部３６２‐１‐２０４ 測量

県内 2214 明治コンサルタント株式会社　長野営業所 長野市大字鶴賀七瀬南部３６２‐１‐２０４ 建設コンサル

県内 2214 明治コンサルタント株式会社　長野営業所 長野市大字鶴賀七瀬南部３６２‐１‐２０４ 地質調査

県内 2283 八千代エンジニヤリング株式会社　長野事務所 長野市岡田町２１５‐１ 測量

県内 2283 八千代エンジニヤリング株式会社　長野事務所 長野市岡田町２１５‐１ 建築コンサル
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建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 業種

県内 2283 八千代エンジニヤリング株式会社　長野事務所 長野市岡田町２１５‐１ 建設コンサル

県内 2283 八千代エンジニヤリング株式会社　長野事務所 長野市岡田町２１５‐１ 地質調査

県内 2229 有限会社やまびこ 小県郡長和町大門１２５ 測量

県内 2100 株式会社湯本建築設計 長野市吉田５‐９‐１６ 建築コンサル

県内 2123 ライジングコンサルタント株式会社 長野市若里４‐１３‐６４ 測量

県内 2123 ライジングコンサルタント株式会社 長野市若里４‐１３‐６４ 建築コンサル

県内 2123 ライジングコンサルタント株式会社 長野市若里４‐１３‐６４ 建設コンサル

県内 2123 ライジングコンサルタント株式会社 長野市若里４‐１３‐６４ 補償コンサル

県内 2256 株式会社嶺水 飯田市上郷別府１８２‐１ 測量

県内 2256 株式会社嶺水 飯田市上郷別府１８２‐１ 建設コンサル

県内 2256 株式会社嶺水 飯田市上郷別府１８２‐１ 補償コンサル

県内 2239 株式会社ワイド 伊那市西町５８４５‐１ 測量

県内 2239 株式会社ワイド 伊那市西町５８４５‐１ 建設コンサル

県内 2239 株式会社ワイド 伊那市西町５８４５‐１ 補償コンサル

県内 2037 有限会社渡辺建築設計事務所 松本市蟻ケ崎１‐１‐３８ 建築コンサル

県外 2099 株式会社アール・アイ・エー　東京本社 東京都港区港南１‐２‐７０ 建築コンサル

県外 2099 株式会社アール・アイ・エー　東京本社 東京都港区港南１‐２‐７０ 建設コンサル

県外 2039 株式会社アールピーアイ栃木 栃木県宇都宮市鶴田町１３３３‐１ 建設コンサル

県外 2094 株式会社ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山３‐１‐８ 建築コンサル

県外 2094 株式会社ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山３‐１‐８ 建設コンサル

県外 2069 株式会社あい設計　東京支社 東京都江東区亀戸２‐２６‐１０立花亀戸ビル４階 建築コンサル

県外 2191 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

県外 2191 株式会社アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１‐１３ 建設コンサル

県外 2191 株式会社アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１‐１３ 地質調査

県外 2191 株式会社アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１‐１３ 補償コンサル

県外 2168 アクリーグ株式会社　群馬営業所 群馬県太田市石橋町８２７‐１２ 測量

県外 2281 株式会社アコード 大阪府大阪市西区京町堀１‐１０‐１４ 測量

県外 2281 株式会社アコード 大阪府大阪市西区京町堀１‐１０‐１４ 建設コンサル

県外 2127 株式会社梓設計 東京都大田区羽田旭町１０‐１１ 建築コンサル

県外 2127 株式会社梓設計 東京都大田区羽田旭町１０‐１１ 建設コンサル

県外 2263 株式会社イ・エス・エス 東京都文京区小石川１‐１‐１７ 建設コンサル

県外 2167 株式会社石本建築事務所　東京オフィス 東京都千代田区九段南４‐６‐１２ 建築コンサル

県外 2167 株式会社石本建築事務所　東京オフィス 東京都千代田区九段南４‐６‐１２ 建設コンサル

県外 2045 有限会社ウッドサークル 東京都中央区日本橋人形町２‐１６‐２‐４階 建築コンサル
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建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 業種

県外 2045 有限会社ウッドサークル 東京都中央区日本橋人形町２‐１６‐２‐４階 建設コンサル

県外 2029 株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１‐１９‐４ 測量

県外 2029 株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１‐１９‐４ 建設コンサル

県外 2029 株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１‐１９‐４ 地質調査

県外 2257 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 東京都渋谷区神山町４‐１４ 建築コンサル

県外 2257 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 東京都渋谷区神山町４‐１４ 建設コンサル

県外 2276 エヌエス環境株式会社　東京支社 埼玉県さいたま市西区宮前町１６２９‐１ 測量

県外 2276 エヌエス環境株式会社　東京支社 埼玉県さいたま市西区宮前町１６２９‐１ 建設コンサル

県外 2276 エヌエス環境株式会社　東京支社 埼玉県さいたま市西区宮前町１６２９‐１ 地質調査

県外 2076 株式会社遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町１‐９‐１１　大鵬ビル４Ｆ 建築コンサル

県外 2203 株式会社オオバ　東京支店 東京都千代田区神田錦町３‐７‐１ 測量

県外 2203 株式会社オオバ　東京支店 東京都千代田区神田錦町３‐７‐１ 建築コンサル

県外 2203 株式会社オオバ　東京支店 東京都千代田区神田錦町３‐７‐１ 建設コンサル

県外 2203 株式会社オオバ　東京支店 東京都千代田区神田錦町３‐７‐１ 地質調査

県外 2203 株式会社オオバ　東京支店 東京都千代田区神田錦町３‐７‐１ 補償コンサル

県外 2101 株式会社桂設計 東京都新宿区榎町４３‐１ 建築コンサル

県外 2156 株式会社カナコン 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境２‐２４ 測量

県外 2156 株式会社カナコン 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境２‐２４ 建設コンサル

県外 2156 株式会社カナコン 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境２‐２４ 地質調査

県外 2010 株式会社環境施設コンサルタント 東京都千代田区神田神保町１‐４４‐２ 建設コンサル

県外 2151 株式会社環境デザイン研究所 東京都港区六本木５‐１２‐２２ 建築コンサル

県外 2095 株式会社協和コンサルタンツ　東京支社 東京都渋谷区笹塚１‐６２‐１１ 測量

県外 2095 株式会社協和コンサルタンツ　東京支社 東京都渋谷区笹塚１‐６２‐１１ 建築コンサル

県外 2095 株式会社協和コンサルタンツ　東京支社 東京都渋谷区笹塚１‐６２‐１１ 建設コンサル

県外 2095 株式会社協和コンサルタンツ　東京支社 東京都渋谷区笹塚１‐６２‐１１ 地質調査

県外 2020 株式会社協和設計事務所 群馬県前橋市下小出町１‐２５‐１７ 建設コンサル

県外 2019 株式会社楠山設計 東京都千代田区神田小川町３‐２０ 建築コンサル

県外 2056 株式会社国設計 東京都目黒区東山１‐２‐７ 建築コンサル

県外 2175 株式会社久米設計 東京都江東区潮見２‐１‐２２ 建築コンサル

県外 2175 株式会社久米設計 東京都江東区潮見２‐１‐２２ 建設コンサル

県外 2221 株式会社ケー・シー・エス　東京支社 東京都文京区小石川１‐１‐１７ 建設コンサル

県外 2170 株式会社国際開発コンサルタンツ　東京支店 東京都文京区小石川１‐２８‐１ 測量

県外 2170 株式会社国際開発コンサルタンツ　東京支店 東京都文京区小石川１‐２８‐１ 建築コンサル

県外 2170 株式会社国際開発コンサルタンツ　東京支店 東京都文京区小石川１‐２８‐１ 建設コンサル
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建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
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商号または名称 所在地 業種

県外 2170 株式会社国際開発コンサルタンツ　東京支店 東京都文京区小石川１‐２８‐１ 地質調査

県外 2170 株式会社国際開発コンサルタンツ　東京支店 東京都文京区小石川１‐２８‐１ 補償コンサル

県外 2165 国際文化財株式会社　東日本支店 東京都品川区東五反田２‐３‐４ 測量

県外 2233 国土情報開発株式会社 東京都世田谷区池尻２‐７‐３ 測量

県外 2014 株式会社サーベイリサーチセンター　静岡事務所 静岡県静岡市葵区追手町８‐１ 建設コンサル

県外 2102 株式会社佐藤総合計画 東京都墨田区横網２‐１０‐１２ 建築コンサル

県外 2102 株式会社佐藤総合計画 東京都墨田区横網２‐１０‐１２ 建設コンサル

県外 2225 三和航測株式会社　甲信支社 山梨県甲府市酒折２‐２‐７ＮＦビル 測量

県外 2225 三和航測株式会社　甲信支社 山梨県甲府市酒折２‐２‐７ＮＦビル 建設コンサル

県外 2189 株式会社サンワコン 福井県福井市花堂北１‐７‐２５ 測量

県外 2189 株式会社サンワコン 福井県福井市花堂北１‐７‐２５ 建築コンサル

県外 2189 株式会社サンワコン 福井県福井市花堂北１‐７‐２５ 建設コンサル

県外 2189 株式会社サンワコン 福井県福井市花堂北１‐７‐２５ 地質調査

県外 2189 株式会社サンワコン 福井県福井市花堂北１‐７‐２５ 補償コンサル

県外 2080 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社　上信越支店 群馬県高崎市八島町１１８ 測量

県外 2080 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社　上信越支店 群馬県高崎市八島町１１８ 建設コンサル

県外 2080 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社　上信越支店 群馬県高崎市八島町１１８ 地質調査

県外 2080 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社　上信越支店 群馬県高崎市八島町１１８ 補償コンサル

県外 2278 株式会社島田組 大阪府八尾市弓削町南３‐２０‐２ 測量

県外 2058 一般財団法人上越環境科学センター 新潟県上越市下門前１６６６ 建設コンサル

県外 2174 株式会社上智 富山県砺波市千代１７６‐１ 測量

県外 2174 株式会社上智 富山県砺波市千代１７６‐１ 建設コンサル

県外 2174 株式会社上智 富山県砺波市千代１７６‐１ 補償コンサル

県外 2282 株式会社昭和設計　東京事務所 東京都港区芝浦３‐１６‐２０ 建築コンサル

県外 2282 株式会社昭和設計　東京事務所 東京都港区芝浦３‐１６‐２０ 建設コンサル

県外 2222 株式会社シン技術コンサル　北関東支店 群馬県佐波郡玉村町板井３１１‐１ 測量

県外 2179 株式会社静環検査センター 静岡県藤枝市高柳２３１０ 建設コンサル

県外 2179 株式会社静環検査センター 静岡県藤枝市高柳２３１０ 地質調査

県外 2048 積水化学工業株式会社　環境・ライフラインカンパニー東日本支店 東京都港区虎ノ門２‐１０‐４ 建設コンサル

県外 2285 セントラルコンサルタント株式会社　北関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１‐５３‐４ 建設コンサル

県外 2285 セントラルコンサルタント株式会社　北関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１‐５３‐４ 地質調査

県外 2072 株式会社綜企画設計　西東京支店 東京都立川市曙町２‐９‐８ 建築コンサル

県外 2072 株式会社綜企画設計　西東京支店 東京都立川市曙町２‐９‐８ 建設コンサル

県外 2232 株式会社相和技術研究所 東京都品川区上大崎２‐１８‐１ 建築コンサル
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建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）
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県外 2044 株式会社大建設計　東京事務所 東京都品川区東五反田５‐１０‐８ 建築コンサル

県外 2044 株式会社大建設計　東京事務所 東京都品川区東五反田５‐１０‐８ 建設コンサル

県外 2162 株式会社田中建築事務所 東京都港区高輪２‐１６‐４５ 建築コンサル

県外 2028 株式会社丹青社 東京都港区港南１‐２‐７０ 建築コンサル

県外 2258 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 建設コンサル

県外 2111 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 建設コンサル

県外 2181 株式会社東京設計事務所　新潟支所 新潟県新潟市中央区東大通１‐３‐１０大樹生命新潟ビル 測量

県外 2181 株式会社東京設計事務所　新潟支所 新潟県新潟市中央区東大通１‐３‐１０大樹生命新潟ビル 建築コンサル

県外 2181 株式会社東京設計事務所　新潟支所 新潟県新潟市中央区東大通１‐３‐１０大樹生命新潟ビル 建設コンサル

県外 2181 株式会社東京設計事務所　新潟支所 新潟県新潟市中央区東大通１‐３‐１０大樹生命新潟ビル 地質調査

県外 2187 株式会社東光コンサルタンツ　本社事業部 東京都豊島区東池袋４‐４１‐２４ 測量

県外 2187 株式会社東光コンサルタンツ　本社事業部 東京都豊島区東池袋４‐４１‐２４ 建設コンサル

県外 2187 株式会社東光コンサルタンツ　本社事業部 東京都豊島区東池袋４‐４１‐２４ 地質調査

県外 2248 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 建築コンサル

県外 2248 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 建設コンサル

県外 2260 株式会社東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２‐１ 測量

県外 2260 株式会社東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２‐１ 建築コンサル

県外 2260 株式会社東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２‐１ 建設コンサル

県外 2260 株式会社東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２‐１ 地質調査

県外 2260 株式会社東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２‐１ 補償コンサル

県外 2129 株式会社東洋設計事務所 東京都文京区本郷３‐６‐６ 測量

県外 2129 株式会社東洋設計事務所 東京都文京区本郷３‐６‐６ 建築コンサル

県外 2129 株式会社東洋設計事務所 東京都文京区本郷３‐６‐６ 建設コンサル

県外 2129 株式会社東洋設計事務所 東京都文京区本郷３‐６‐６ 地質調査

県外 2125 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 建築コンサル

県外 2062 株式会社トーニチコンサルタント　中部支社 愛知県名古屋市中区栄４‐６‐１５ 測量

県外 2062 株式会社トーニチコンサルタント　中部支社 愛知県名古屋市中区栄４‐６‐１５ 建設コンサル

県外 2062 株式会社トーニチコンサルタント　中部支社 愛知県名古屋市中区栄４‐６‐１５ 地質調査

県外 2155 株式会社都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町２‐１３‐５ 建築コンサル

県外 2155 株式会社都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町２‐１３‐５ 建設コンサル

県外 2164 株式会社都市景観設計 大阪府大阪市中央区北浜１‐１‐２１ 建築コンサル

県外 2164 株式会社都市景観設計 大阪府大阪市中央区北浜１‐１‐２１ 建設コンサル

県外 2266 株式会社内藤建築事務所　東京事務所 東京都中央区八丁堀３‐１２‐８ 建築コンサル

県外 2090 株式会社　中野技術 埼玉県新座市東北１‐１４‐１ 測量
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建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）
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県外 2090 株式会社　中野技術 埼玉県新座市東北１‐１４‐１ 建設コンサル

県外 2176 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 建築コンサル

県外 2176 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 建設コンサル

県外 2137 株式会社日新技術コンサルタント　東京事務所 東京都中央区日本橋堀留町１‐５‐７ 測量

県外 2137 株式会社日新技術コンサルタント　東京事務所 東京都中央区日本橋堀留町１‐５‐７ 建築コンサル

県外 2137 株式会社日新技術コンサルタント　東京事務所 東京都中央区日本橋堀留町１‐５‐７ 建設コンサル

県外 2137 株式会社日新技術コンサルタント　東京事務所 東京都中央区日本橋堀留町１‐５‐７ 地質調査

県外 2147 日新電通技研株式会社 愛知県名古屋市中区栄３‐２５‐１６ 建設コンサル

県外 2265 株式会社日総建 東京都渋谷区幡ケ谷１‐３４‐１４ 建築コンサル

県外 2265 株式会社日総建 東京都渋谷区幡ケ谷１‐３４‐１４ 建設コンサル

県外 2245 株式会社日展　東京支店 東京都台東区東上野６‐２１‐６ 建築コンサル

県外 2250 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 建設コンサル

県外 2109 株式会社日本環境工学設計事務所 東京都千代田区岩本町３‐１１‐１５ 建築コンサル

県外 2109 株式会社日本環境工学設計事務所 東京都千代田区岩本町３‐１１‐１５ 建設コンサル

県外 2079 株式会社日本設計 東京都新宿区西新宿６‐５‐１ 建築コンサル

県外 2079 株式会社日本設計 東京都新宿区西新宿６‐５‐１ 建設コンサル

県外 2117 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

県外 2117 日本測地設計株式会社 東京都新宿区高田馬場３‐２３‐６ 建設コンサル

県外 2117 日本測地設計株式会社 東京都新宿区高田馬場３‐２３‐６ 補償コンサル

県外 2054 日本土地評価システム株式会社　東京本社 東京都千代田区神田北乗物町１イケダビル７階 建設コンサル

県外 2054 日本土地評価システム株式会社　東京本社 東京都千代田区神田北乗物町１イケダビル７階 補償コンサル

県外 2145 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 建築コンサル

県外 2154 株式会社乃村工藝社 東京都港区台場２‐３‐４ 建築コンサル

県外 2022 株式会社馬場設計 山梨県甲府市塩部４‐１５‐８ 建築コンサル

県外 2031 ビーム計画設計株式会社 岐阜県岐阜市加納栄町通７‐３０ 建設コンサル

県外 2153 株式会社フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６‐１９ 測量

県外 2153 株式会社フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６‐１９ 建築コンサル

県外 2153 株式会社フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６‐１９ 建設コンサル

県外 2153 株式会社フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６‐１９ 地質調査

県外 2153 株式会社フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６‐１９ 補償コンサル

県外 2217 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

県外 2217 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 建築コンサル

県外 2217 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 建設コンサル

県外 2217 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 地質調査
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県外 2083 株式会社プライムプラン 群馬県前橋市元総社町１４２‐１ 測量

県外 2083 株式会社プライムプラン 群馬県前橋市元総社町１４２‐１ 建設コンサル

県外 2238 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

県外 2238 株式会社プレック研究所 東京都千代田区麹町３‐７‐６ 建築コンサル

県外 2238 株式会社プレック研究所 東京都千代田区麹町３‐７‐６ 建設コンサル

県外 2092 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

県外 2092 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 建築コンサル

県外 2092 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 建設コンサル

県外 2184 株式会社間瀬コンサルタント　厚木営業所 神奈川県厚木市中町４‐９－１８ 測量

県外 2184 株式会社間瀬コンサルタント　厚木営業所 神奈川県厚木市中町４‐９－１８ 建設コンサル

県外 2184 株式会社間瀬コンサルタント　厚木営業所 神奈川県厚木市中町４‐９－１８ 地質調査

県外 2184 株式会社間瀬コンサルタント　厚木営業所 神奈川県厚木市中町４‐９－１８ 補償コンサル

県外 2040 株式会社松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合１‐８‐１２ 建築コンサル

県外 2041 株式会社松田平田設計 東京都港区元赤坂１‐５‐１７ 建築コンサル

県外 2041 株式会社松田平田設計 東京都港区元赤坂１‐５‐１７ 建設コンサル

県外 2220 株式会社三上建築事務所 茨城県水戸市大町３‐４‐３６ 建築コンサル

県外 2064 三井共同建設コンサルタント株式会社　北関東事務所 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２８－３ 測量

県外 2064 三井共同建設コンサルタント株式会社　北関東事務所 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２８－３ 建築コンサル

県外 2064 三井共同建設コンサルタント株式会社　北関東事務所 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２８－３ 建設コンサル

県外 2064 三井共同建設コンサルタント株式会社　北関東事務所 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－２８－３ 地質調査

県外 2194 株式会社ムラヤマ 東京都江東区豊洲３‐２‐２４ 建築コンサル

県外 2254 株式会社名邦テクノ 愛知県名古屋市南区大磯通６‐９‐２ 測量

県外 2254 株式会社名邦テクノ 愛知県名古屋市南区大磯通６‐９‐２ 建築コンサル

県外 2254 株式会社名邦テクノ 愛知県名古屋市南区大磯通６‐９‐２ 建設コンサル

県外 2254 株式会社名邦テクノ 愛知県名古屋市南区大磯通６‐９‐２ 補償コンサル

県外 2173 株式会社森のエネルギー研究所 東京都羽村市小作台１‐４‐２１ＫＴＤキョーワビル小作台 建築コンサル

県外 2173 株式会社森のエネルギー研究所 東京都羽村市小作台１‐４‐２１ＫＴＤキョーワビル小作台 建設コンサル

県外 2195 株式会社森緑地設計事務所 東京都港区芝５‐２６‐３０ 建築コンサル

県外 2195 株式会社森緑地設計事務所 東京都港区芝５‐２６‐３０ 建設コンサル

県外 2114 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 建築コンサル

県外 2114 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 建設コンサル

県外 2008 株式会社山下設計 東京都中央区日本橋小網町６‐１ 建築コンサル

県外 2008 株式会社山下設計 東京都中央区日本橋小網町６‐１ 建設コンサル

県外 2223 株式会社山梨ボーリング 山梨県甲府市西高橋町２３３ 地質調査
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建設コンサルタント等の業務　入札参加資格者名簿（抜粋）

地区
申請
番号

商号または名称 所在地 業種

県外 2241 株式会社ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽２‐４‐２４ 測量

県外 2241 株式会社ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽２‐４‐２４ 建築コンサル

県外 2241 株式会社ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽２‐４‐２４ 建設コンサル

県外 2241 株式会社ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽２‐４‐２４ 補償コンサル

県外 2146 株式会社横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎２‐２５‐２ 建築コンサル

県外 2180 横浜ウォーター株式会社 神奈川県横浜市中区相生町６‐１１３ 建設コンサル

県外 2277 ランドブレイン株式会社 東京都千代田区平河町１‐２‐１０ 測量

県外 2277 ランドブレイン株式会社 東京都千代田区平河町１‐２‐１０ 建築コンサル

県外 2277 ランドブレイン株式会社 東京都千代田区平河町１‐２‐１０ 建設コンサル

県外 2112 株式会社類設計室　東京事務所 東京都大田区蒲田５‐３８‐３　蒲田朝日ビルディング 建築コンサル

県外 2065 株式会社レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木５‐５８‐１ 建築コンサル

県外 2280 株式会社ワークヴィジョンズ 東京都品川区東品川１‐５‐１０ 建築コンサル

県外 2280 株式会社ワークヴィジョンズ 東京都品川区東品川１‐５‐１０ 建設コンサル

県外 2252 株式会社和田デザイン事務所 岡山県津山市下高倉西５４９‐６３ 建築コンサル
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