
NO. 1
業者名簿平成29年度

業者名

代表者名

地域
区分

郵便番号 住所

TEL FAX 業種　○(ﾗﾝｸ:)＝大業種　　・＝小業種

アース・コンサル

ユアサ　コウジ 779-3120 徳島市国府町南岩延６５８－１

088-643-2141088-643-2134県内

(株)ア－ス・コンサル

代表取締役 湯浅　浩司

C:測量・測量一般　A:建築・建築一般　　○補償・土地調査・物件・機械工作物・
営業補償・特殊補償・事業損失・補償関係　○土木・建設環境

アーバン・プロジェクト

カミキ　モトヨシ 770-0816 徳島県徳島市助任本町５－５０

088-655-7733088-655-5500県内

(株)アーバン・プロジェクト

代表取締役 神木　元義

C:測量・測量一般　　○地質　　C:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・道路・上水道
及び工業用水道・下水道・農業土木・造園・都市計画及び地方計画・土質及び基
礎・鋼構造及びコンクリート・施工計画、施工設備及び積算

アクセスセッケイ

コンドウ　ケイジ 770-8041 徳島県徳島市上八万町西山１２８３

088-636-5687088-636-5688県内

(有)アクセス設計

代表取締役 近藤　計二

○建築・建築一般　　　○土木・上水道及び工業用水道

アナンソクリョウセッケイ

コヤマ　タダノリ 774-0045 徳島県阿南市宝田町今市西ヤシキ２４

0884-22-61040884-22-1739県内

阿南測量設計(株)

代表取締役 古山　忠則

C:測量・測量一般・地図の調査　　　○補償・補償関係　○土木・河川、砂防及び
海岸・海洋・道路・農業土木

アベフドウサンカンテイジムショ

アベ　ヒロシ 770-0847 徳島県徳島市幸町３－１６

088-624-0915088-624-0922県内

（有）阿部不動産鑑定事務所

代表取締役 阿部　宏士

○補償・土地評価　

アホクソクリョウセッケイ

ヨシヅミ　ヒロユキ 771-1612 徳島県阿波市市場町上喜来字岡１６５０
－１

0883-36-72310883-36-5774県内

（株）阿北測量設計

代表取締役 吉積　宏之

C:測量・測量一般・地図の調査　B:建築・建築一般　○地質　○補償・土地調査・物件・機
械工作物・営業補償・特殊補償・事業損失・補償関係　C:土木・河川、砂防及び海岸・海
洋・港湾及び空港・道路・鉄道・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・森林土木・水
産土木・造園・都市計画及び地方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・施工
計画、施工設備及び積算・建設環境・建設機械・電気電子

アワソッケン

サトウ　ケンイチ 771-1156 徳島県徳島市応神町応神産業団地７－
２

088-641-4588088-641-4577県内

阿波測建(株)

代表取締役 佐藤　健一

C:測量・測量一般・地図の調査　　○地質　　C:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・
道路・下水道・農業土木・地質・土質及び基礎

イーアンドイー・リサーチ

オグラ　アキラ 771-0136 徳島県徳島市川内町平石古田２６０－２

088-666-2331088-666-2330県内

(株)イーアンドイー・リサーチ

代表取締役 小倉　明

○補償・物件・営業補償・特殊補償・事業損失　C:土木・土質及び基礎・建設環境



NO. 2
業者名簿平成29年度

業者名

代表者名

地域
区分

郵便番号 住所

TEL FAX 業種　○(ﾗﾝｸ:)＝大業種　　・＝小業種

ウズシオフドウサンカンテイ

アサヒ　マサユキ 770-8007 徳島県徳島市新浜本町４－４－５６

088-679-7019088-679-7018県内

うず潮不動産鑑定

代表 朝日　正之

○補償・土地調査・土地評価・物件・機械工作物・営業補償・特殊補償・事業損
失・補償関係　

ウチノセッケイ

ウチノ　テルアキ 770-0941 徳島県徳島市万代町5-71

088-626-9568088-626-9567県内

（有）内野設計

代表取締役 内野　輝明

B:建築・建築一般　　　

ウワクボセツビセッケイシツ

ウワクボ　テツジ 771-0135 徳島県徳島市川内町平石若松６２－１０

088-665-2713088-665-2713県内

上久保設備設計室

室長 上久保　哲治

○建築・暖冷房・衛生・電気・機械積算・電気積算　　　

エーアンドビー

アベ　ヨシヒロ 771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや１４－１

088-697-0605088-697-2720県内

(株)エー・アンド・ビー

代表取締役 阿部　義弘

C:測量・測量一般　　○地質　　B:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・道路・上水道
及び工業用水道・下水道・都市計画及び地方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造
及びコンクリート・トンネル・施工計画、施工設備及び積算

エーエフシー

イトナガ　アキノリ 770-8022 徳島県徳島市大松町榎原外４８－２

088-678-5005088-678-5678県内

(株)A・F・C

代表取締役 糸永　昭則

C:測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　　　

エーシーイセッケイ

サトウ　シンイチ 770-0044 徳島県徳島市庄町１－６－２

088-632-1198088-632-1103県内

(株)エーシーイ設計

代表取締役 佐藤　新一

○建築・建築一般・暖冷房・衛生・電気・建築積算・機械積算・電気積算　　　

エコーケンセツコンサルタント

サイトウ　ツネノリ 770-0865 徳島県徳島市南末広町４－５３

088-625-6099088-625-6066県内

(株)エコー建設コンサルタント

代表取締役 齋藤　恒範

B:測量・測量一般・地図の調査・航空測量　B:建築・建築一般・意匠・構造・暖冷房・衛生・電気・建築
積算・機械積算・電気積算・調査　○地質　○補償・土地調査・土地評価・物件・機械工作物・営業補
償・特殊補償・事業損失・補償関係　A:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空港・電力土木・
道路・鉄道・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・森林土木・水産土木・造園・都市計画及び地
方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・トンネル・施工計画、施工設備及び積算・建設
環境・建設機械・電気電子

エスシーキカク

770-0026 徳島県徳島市佐古六番町１０番８号

088-654-6681088-654-6690県内

エスシー企画(株)

代表取締役社長 藤本　一郎

B:測量・測量一般・地図の調査　A:建築・建築一般・意匠・構造・暖冷房・衛生・電気・建築
積算・機械積算・電気積算・調査　○地質　○補償・土地調査・土地評価・物件・機械工作
物・営業補償・特殊補償・事業損失・補償関係　B:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾
及び空港・道路・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・森林土木・水産土木・造園・
都市計画及び地方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・トンネル・施工計
画、施工設備及び積算・建設環境



NO. 3
業者名簿平成29年度

業者名

代表者名

地域
区分

郵便番号 住所

TEL FAX 業種　○(ﾗﾝｸ:)＝大業種　　・＝小業種

エスビーシー

ｷﾑﾗ 779-3742 徳島県美馬市脇町字西赤谷１０６３－１

0883-52-16850883-52-1621県内

(株)エス・ビー・シー

代表取締役 木村　充宏

B:測量・測量一般　　○地質　　B:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空
港・電力土木・道路・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・森林土木・造
園・都市計画及び地方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・施工
計画、施工設備及び積算

エヌアンドイーコンサルタント

バンドウ　シロウ 770-0942 徳島県徳島市昭和町１－１１

088-624-1093088-624-1070県内

(株)エヌ・アンド・イーコンサルタント

代表取締役 板東　史郎

C:測量・測量一般　　○地質　　C:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空
港・道路・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・森林土木・水産土木・造
園・都市計画及び地方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・トンネ
ル・施工計画、施工設備及び積算・建設環境

エヌエスオー

セキトミ　ススム 771-4261 徳島県徳島市丈六町山端１８－５

088-636-2713088-636-2712県内

(株)ＮＳＯ

代表取締役 関富　進

B:建築・建築一般　　　

エフセッケイコンサルタント

フジ　タツオ 770-8074 徳島県徳島市八万町下福万１８０－１５

088-668-3678088-668-3300県内

(株)エフ設計コンサルタント

代表取締役 冨士　達雄

C:測量・測量一般　　　　B:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空港・道
路・下水道・農業土木・森林土木・水産土木・造園・都市計画及び地方計画・土質
及び基礎・鋼構造及びコンクリート・施工計画、施工設備及び積算・建設環境

オーケーエー

オカ　アキヒコ 770-0856 徳島県徳島市中洲町２－２３－２

088-655-7922088-655-8211県内

(株)オーケーエー

代表取締役 岡　明彦

B:建築・建築一般・意匠　　　

オカジマケンチクジムショ

ノグチ　モトシ 776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島１６１－５

0883-24-79250883-24-7925県内

(株)岡島建築事務所

代表取締役 野口　基

A:建築・建築一般・意匠・構造・暖冷房・衛生・電気・建築積算・機械積算・電気積
算・調査　　　

オクノソクリョウセッケイジムショ

オクノ　シゲユキ 770-0862 徳島県徳島市城東町１－７－１７

088-653-1399088-653-1335県内

奥野測量設計事務所(有)

代表取締役 奥野　茂幸

C:測量・測量一般　　　　

カタヤマフドウサンカンテイシジムショ

カタヤマ　イワオ 770-0855 徳島県徳島市新蔵町１－９３

088-623-8984088-623-8281県内

(株)片山不動産鑑定士事務所

代表取締役 片山　岩雄

○補償・土地評価　



NO. 4
業者名簿平成29年度

業者名

代表者名

地域
区分

郵便番号 住所

TEL FAX 業種　○(ﾗﾝｸ:)＝大業種　　・＝小業種

カノウコンサルタント

ミズガミ　ヒロフミ 770-0002 徳島県徳島市春日１－６－９

088-632-4334088-632-4330県内

(株)和コンサルタント

代表取締役 水上　博史

C:測量・測量一般　　　○補償・土地調査・土地評価・物件・機械工作物・営業補
償・特殊補償・事業損失・補償関係　B:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及
び空港・道路・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・森林土木・造園・都市
計画及び地方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・トンネル・施工
計画、施工設備及び積算・建設環境

カミセッケイ

カミガキ　シゲノブ 779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字町４５－７

0883-62-39660883-62-3955県内

(株)上設計

代表取締役 上柿　重信

A:建築・建築一般・意匠・構造・建築積算・調査　　　

カンキョウボウサイ

マルヤマ　イズミ 770-0046 徳島県徳島市鮎喰町１－５７

088-631-5438088-632-0111県内

(株)環境防災

代表取締役 丸山　泉

B:測量・測量一般・地図の調査　　○地質　○補償・土地調査・土地評価・物件・機械工作
物・営業補償・特殊補償・事業損失・補償関係　B:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾
及び空港・電力土木・道路・鉄道・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・森林土木・
水産土木・造園・都市計画及び地方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・ト
ンネル・施工計画、施工設備及び積算・建設環境

キソケンセツコンサルタント

ナカギ　カズフミ 779-3120 徳島県徳島市国府町南岩延８８３－９

088-642-4216088-642-5330県内

(株)基礎建設コンサルタント

代表取締役 中木　一文

C:測量・測量一般・地図の調査・航空測量　B:建築・建築一般・意匠・構造・暖冷房・衛生・
電気・建築積算・機械積算・電気積算・調査　○地質　　B:土木・河川、砂防及び海岸・海
洋・港湾及び空港・電力土木・道路・鉄道・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・森
林土木・水産土木・造園・都市計画及び地方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンク
リート・トンネル・施工計画、施工設備及び積算・建設環境・建設機械・電気電子

キョウドウソクリョウセッケイ

ユアサ　マサヒト 770-0865 徳島県徳島市南末広町３－４７

088-624-5289088-624-5288県内

(株)共同測量設計

代表取締役 湯浅　正人

C:測量・測量一般　　　　○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空港・電力
土木・道路・鉄道

キョウドウフドウサンカンテイシステムズ

テラシマ　ススム 770-0847 徳島県徳島市幸町３－５

088-611-3381088-611-3380県内

共同不動産鑑定システムズ

代表 寺島　侑

○補償・土地評価　

クワムラソクリョウセッケイジムショ

クワムラ　ケイジ 770-0803 徳島県徳島市上吉野町３－１８

088-652-9064088-654-4365県内

(株)桑村測量設計事務所

代表取締役 桑村　桂治

C:測量・測量一般・地図の調査　　　　○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・道路・
農業土木

コウコクソクリョウ

ササダ　セイスケ 770-0903 徳島県徳島市西大工町４－２４

088-622-8861088-622-5068県内

興国測量(株)

代表取締役 笹田　清介

C:測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　　○補償・土地調査・土地評価・物件・機械工
作物・営業補償・特殊補償・事業損失・補償関係　C:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港
湾及び空港・電力土木・道路・鉄道・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・森林土
木・水産土木・造園・都市計画及び地方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリー
ト・トンネル・施工計画、施工設備及び積算・建設環境・建設機械・電気電子



NO. 5
業者名簿平成29年度

業者名

代表者名

地域
区分

郵便番号 住所

TEL FAX 業種　○(ﾗﾝｸ:)＝大業種　　・＝小業種

コクド

マサキ　ケイ 770-0944 徳島県徳島市南昭和町７－８０－１０

088-624-3475088-624-3474県内

(株)コクド

代表取締役 正木　圭

C:測量・測量一般・地図の調査　　　○補償・土地調査・土地評価・物件・機械工作
物・営業補償・特殊補償・事業損失・補償関係　

コクドソクリョウセッケイジムショ

ツルハ　ヨシオ 770-0944 徳島県徳島市南昭和町７－８－３５

088-625-0843088-625-0488県内

(有)国土測量設計事務所

代表取締役 鶴羽　好男

C:測量・測量一般　　　　○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空港・道
路・下水道・農業土木・森林土木

コスモインテック

カムラ　トモヨ 770-0864 徳島県徳島市大和町１－５－４

088-678-6301088-678-6300県内

(株)コスモ・インテック

代表取締役 加村　知世

C:測量・測量一般　　　　C:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空港・道
路・下水道・都市計画及び地方計画・建設環境

サトウケンチクキカクセッケイ

サトウ　ユキヨシ 770-0847 徳島県徳島市幸町１－４３

088-625-9956088-625-1759県内

(有)佐藤建築企画設計

代表取締役 佐藤　幸好

A:建築・建築一般　　　○土木・都市計画及び地方計画

サンブレーンプラン

タオカ　カツヒロ 771-1156 徳島県徳島市応神町応神産業団地１１
－９

088-641-3905088-641-3901県内

(株)サンブレーン・プラン

代表取締役社長 田岡　克浩

C:測量・測量一般・地図の調査　　○地質　　C:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・
港湾及び空港・道路・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・森林土木・造
園・都市計画及び地方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・トンネ
ル・施工計画、施工設備及び積算・建設環境

シコクリスイセッケイジムショ

サイカ　アキヒコ 770-0847 徳島県徳島市幸町３－８２

088-622-9046088-622-2097県内

(株)四国理水設計事務所

代表取締役 雑賀　章彦

C:測量・測量一般　　　　C:土木・上水道及び工業用水道

シコクローボーシステム

カワカミ　ヨシヒロ 770-0047 徳島県徳島市名東町２－６４０－１６

088-631-8485088-631-8482県内

(有)四国ローボーシステム

代表取締役 川上　義弘

ジョウトウフドウサンカンテイ

モリワキ　ヒデマサ 770-0805 徳島県徳島市下助任町４－５７－１

088-657-7606088-657-7605県内

(株)城東不動産鑑定

代表取締役 森脇　英正

○補償・土地評価　



NO. 6
業者名簿平成29年度

業者名

代表者名

地域
区分

郵便番号 住所

TEL FAX 業種　○(ﾗﾝｸ:)＝大業種　　・＝小業種

ショウワコンサルタント

オガタ　シゲル 770-8006 徳島県徳島市新浜町１－１－３０

088-662-4441088-662-0038県内

(株)昭和コンサルタント

代表取締役 緒方　茂

B:測量・測量一般　B:建築・建築一般　○地質　○補償・土地調査・土地評価・物
件・機械工作物・営業補償・特殊補償・事業損失・補償関係　C:土木・河川、砂防
及び海岸・海洋・港湾及び空港・道路・下水道・農業土木・造園・都市計画及び地
方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・トンネル・施工計画、施工
設備及び積算

シンケンチクトシケンキュウシツ

ナカノ　マサヒロ 771-0117 徳島県徳島市川内町鶴島１１５－３

088-665-6803088-665-6805県内

(有)真建築都市研究室

代表取締役 中野　真弘

B:建築・建築一般・意匠・構造・建築積算・調査　　　

シンコウソクリョウセッケイ

トウジョウ　ヨシアキ 770-8055 徳島県徳島市山城町東浜傍示５－２８１

088-622-5689088-622-5688県内

新弘測量設計(株)

代表取締役 東條　芳顕

C:測量・測量一般・地図の調査　　　○補償・土地調査　○土木・河川、砂防及び
海岸・海洋・港湾及び空港・道路・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・森
林土木・造園・都市計画及び地方計画・地質・土質及び基礎・施工計画、施工設
備及び積算・建設環境

スバルセッケイ

フジカワ　タカユキ 771-2305 徳島県三好市三野町太刀野５－６

0883-77-31120883-77-3466県内

(株)スバル設計

代表取締役 藤川　隆幸

A:建築・建築一般　　　

スミタニケンチクセッケイジムショ

スミタニ　フミヒコ 770-0853 徳島県徳島市中徳島町２－３８

088-655-2643088-653-3437県内

炭谷建築設計事務所

所長 炭谷　文彦

A:建築・建築一般・意匠・構造・暖冷房・衛生・電気・建築積算・機械積算・電気積
算・調査　　　

セキシンコンサルタント

ハシモト　ケンジ 770-0847 徳島県徳島市幸町３－２４

088-622-3818088-654-5027県内

(有)積進コンサルタント

代表取締役 橋本 健嗣

○補償・土地評価・物件・機械工作物・営業補償・特殊補償・事業損失　

ゾウキカク

マツモト　ヨシタカ 770-8006 徳島県徳島市新浜町３－２－１４

088-611-8818088-611-8811県内

(株)象企画

代表取締役 松本　好隆

A:建築・建築一般　　　

ソウゴウセッケイ

ナカノ　ヤスオミ 770-0005 徳島市南矢三町１－７－２８

088-631-4276088-631-4081県内

(株)総合設計

代表取締役 中野　泰臣

C:測量・測量一般　　　　○土木・農業土木



NO. 7
業者名簿平成29年度

業者名

代表者名

地域
区分

郵便番号 住所

TEL FAX 業種　○(ﾗﾝｸ:)＝大業種　　・＝小業種

ソウワケンチクセッケイ

カマダ　ヨシヤス 779-3106 徳島県徳島市国府町花園７６－３

088-642-4257088-642-5062県内

創和建築設計

所長 鎌田　好康

B:建築・建築一般・意匠・構造・暖冷房・衛生・電気・建築積算・機械積算・電気積
算・調査　　　

ダイイチカンキョウソリューション

サトウ　キョウジ 771-1706 徳島県阿波市阿波町南整理２６６－１

0883-35-68720883-35-6871県内

(株)第一環境ソリューション

代表取締役 佐藤　恭司

○土木・建設環境

ダイイチソクリョウセッケイジムショ

イクハラ　ケンイチロウ 770-0021 徳島県徳島市佐古一番町３－１７

088-622-3143088-622-3044県内

(株)第一測量設計事務所

代表取締役 生原　健一郎

C:測量・測量一般・地図の調査　　　○補償・土地調査　○土木・河川、砂防及び
海岸・海洋・道路・農業土木・森林土木・都市計画及び地方計画

ダイニチ

ヤマグチ　ユウジ 770-0003 徳島県徳島市北田宮４－６－７６

088-631-7218088-631-2485県内

(株)大日

代表取締役 山口　裕史

C:測量・測量一般　　　　

タカダマサキケンチクセッケイシツ

タカタ　マサキ 770-0866 徳島県徳島市末広４－４－９－１０１

088-677-8816088-677-8816県内

高田正樹建築設計室

代表 高田　正樹

B:建築・建築一般　　　

タキモトケンチクセッケイジムショ

コニシ　セイイチ 770-0935 徳島県徳島市伊月町１－３７

088-625-2234088-625-2222県内

(株)滝本建築設計事務所

代表取締役 小西　誠一

B:建築・建築一般・意匠・構造・建築積算・調査　　　

タケシケンチクジムショ

ハヤミ　ヨシジ 770-0866 徳島県徳島市末広３－３－３

088-622-0885088-622-0883県内

(株)剛建築事務所

代表取締役 速水　可次

A:建築・建築一般　　　

タチバナケンチクジムショ

ハマオカ　タカユキ 770-0868 徳島県徳島市福島２－５－９

088-625-7885088-625-7878県内

(株)橘建築事務所

代表取締役 浜岡　孝幸

A:建築・建築一般・意匠・構造・暖冷房・衛生・電気・建築積算・機械積算・電気積
算・調査　　　



NO. 8
業者名簿平成29年度

業者名

代表者名

地域
区分

郵便番号 住所

TEL FAX 業種　○(ﾗﾝｸ:)＝大業種　　・＝小業種

タチバナコンサルタント

イズノ　ヨウヘイ 774-0023 徳島県阿南市橘町幸野１０－３

0884-28-01780884-28-0123県内

(株)タチバナコンサルタント

代表取締役 泉野　陽平

C:測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　　　C:土木・河川、砂防及び海岸・海
洋・港湾及び空港・道路・下水道・農業土木・森林土木・水産土木・造園・都市計
画及び地方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・施工計画、施工
設備及び積算・電気電子

チュウオウセッケイ

キムラ　シンヤ 779-0115 徳島県板野郡板野町矢武字長田１６－２

088-672-3953088-672-1607県内

(株)中央設計

代表取締役 木村　信也

C:測量・測量一般　　　　C:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・電力土木・道路・上
水道及び工業用水道・下水道・農業土木・造園・都市計画及び地方計画・地質・
土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・施工計画、施工設備及び積算・建設環
境・建設機械・電気電子

ツノミネソクリョウセッケイ

クスモト　マサル 774-0017 阿南市見能林町上かうや３１－１

0884-23-45650884-22-3035県内

津乃峰測量設計(株)

代表取締役 楠本　優

C:測量・測量一般・地図の調査　　　○補償・土地調査・物件　○土木・河川、砂防
及び海岸・海洋・港湾及び空港・電力土木・道路・上水道及び工業用水道・下水
道・農業土木・森林土木・水産土木・造園・都市計画及び地方計画

ツヨシソクリョウセッケイ

カナモリ　リクオ 773-0001 徳島県小松島市小松島町字北浜１１２－
２

0885-33-23120885-32-7611県内

剛測量設計(株)

代表取締役 金森　陸男

C:測量・測量一般　　　　

トクシマウォーターサービス

ハチスカ　ケイジ 770-0004 徳島県徳島市南田宮４－８－７

0886-33-52600886-33-5260県内

徳島ウォーターサービス（同）

代表理事 蜂須賀　敬治

トクシマカンキョウリサーチ

ナカガワ　ユキヒコ 770-8055 徳島県徳島市山城町東浜傍示６９－７

088-657-7276088-657-7275県内

徳島環境リサーチ(株)

代表取締役 中川　幸彦

トクシマケンカンキョウギジュツセンター

オオサカ　トシヒロ 770-0855 徳島市新蔵町３丁目８０番地徳島保健所
内

088-636-1122088-636-1234県内

(公社)徳島県環境技術センター

会長 大坂　利弘

トクシマケンコウキョウショクタクトウキトチ

サイジョウ　ヒロフミ 770-0823 徳島県徳島市出来島本町２－４２－５

088-623-7276088-623-7275県内

(公社)徳島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

代表理事 西條　浩史

○補償・土地調査　



NO. 9
業者名簿平成29年度

業者名

代表者名

地域
区分

郵便番号 住所

TEL FAX 業種　○(ﾗﾝｸ:)＝大業種　　・＝小業種

トクシマケンシンリンキョウカイ

カワハラ　ヨシロウ 770-0939 徳島県徳島市かちどき橋１－２９

088-622-5315088-622-5311県内

(一社) 徳島県森林協会

会長理事 川原　義朗

C:測量・測量一般　　　　C:土木・森林土木

トクシマケンホショウコンサルタント

ミツイ　マサオ 771-4261 徳島県徳島市丈六町八万免６５－３

088-635-3460088-645-2881県内

徳島県補償コンサルタント(株)

代表取締役 三ツ井　政夫

○補償・土地調査・土地評価・物件・機械工作物・営業補償・特殊補償・事業損
失・補償関係　

トクシマケンヤクザイシカイ

770-8532 徳島県徳島市中洲町１－５８－１

088-624-3130088-655-1112県内

（一社） 徳島県薬剤師会

会長 水口　和生

トクシマソウゴウコンサルタント

ヤマダ　ノボル 770-0872 徳島県徳島市北沖洲４－６－６２

088-664-8034088-664-8031県内

(株)徳島総合コンサルタント

代表取締役 山田　昇

C:測量・測量一般　A:建築・建築一般　　○補償・土地調査・土地評価・物件・機
械工作物・営業補償・特殊補償・事業損失・補償関係　

トクシマチチュウジョウホウ

タダ　タケシ 773-0016 徳島県小松島市中郷町字豊ノ本６８－５

0885-32-72160885-32-6769県内

徳島地中情報(有)

取締役 多田　武

トクスイ

タキモト　ヨシノリ 771-0142 徳島県徳島市川内町沖島８４

088-665-9125088-665-4580県内

(株)トクスイ

代表取締役 滝本　佳範

ニシダセッケイ

ニシダ　イサオ 770-0943 徳島県徳島市中昭和町２－２３－２

088-654-7769088-654-7766県内

(株)西田設計

代表取締役 西田　功

A:建築・建築一般　　　

ニタコンサルタント

オガサ　ヨシテル 771-0122 徳島県徳島市川内町鈴江西３８－２

088-665-0115088-665-5550県内

ニタコンサルタント(株)

代表取締役 小笠　義照

B:測量・測量一般　A:建築・建築一般・意匠・調査　○地質　○補償・物件　A:土
木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空港・電力土木・道路・鉄道・上水道及
び工業用水道・下水道・農業土木・森林土木・水産土木・造園・都市計画及び地
方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・トンネル・施工計画、施工
設備及び積算・建設環境



NO. 10
業者名簿平成29年度

業者名

代表者名

地域
区分

郵便番号 住所

TEL FAX 業種　○(ﾗﾝｸ:)＝大業種　　・＝小業種

ニッシンソクリョウセッケイ

ハヤシ　ノブユキ 770-0047 徳島県徳島市名東町１－２１５－１

088-632-6875088-632-6830県内

(有)日伸測量設計

代表取締役 林　信行

C:測量・測量一般・地図の調査　B:建築・建築一般・建築積算・調査　　○補償・土
地調査・土地評価・物件・営業補償・特殊補償・事業損失・補償関係　○土木・河
川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空港・電力土木・道路・上水道及び工業用水
道・下水道・農業土木・森林土木・水産土木・造園・都市計画及び地方計画・地
質・鋼構造及びコンクリート・施工計画、施工設備及び積算

ニホンロウボウコンサルタント

シンガキ　コウユウ 770-0004 徳島県徳島市南田宮２－７－４

088-632-1854088-632-6616県内

(株)日本漏防コンサルタント

代表取締役 新垣　光勇

ネイチャーインサイト

タカタ　マサト 770-0874 徳島県徳島市南沖洲１－２－３

088-664-6895088-664-5774県内

(有)ネイチャーインサイト

代表取締役 高田　雅人

○補償・営業補償・特殊補償・事業損失・補償関係　C:土木・建設環境

ノノセケンチクトシセッケイジムショ

ノノセ　トオル 770-0853 徳島県徳島市中徳島町２－１０２

088-622-7979088-622-7711県内

(株)野々瀬建築都市設計事務所

代表取締役 野々瀬　徹

A:建築・建築一般　　　

ハヤシケンチクジムショ

ハヤシ　シゲキ 770-8063 徳島県徳島市南二軒屋町２－３－３－
３０１

088-623-7425088-654-0359県内

(株)林建築事務所

代表取締役 林　茂樹

A:建築・建築一般　　　○土木・都市計画及び地方計画

ハリケンチクセッケイジムショ

ハリ　ヒロシ 770-8022 徳島県徳島市大松町榎原外４８－２

088-669-2933088-669-2760県内

(有)開建築設計事務所

代表取締役 開　寛

B:建築・建築一般・意匠・構造・暖冷房・衛生・電気・建築積算・機械積算・電気積
算・調査　　　

ヒガシシコクコウキョウショクタクトウキトチ

ヒラオ　ノボル 771-1624 徳島県阿波市市場町山野上字大西１９８

088-336-2015080-2979-6387県内

（一社）東四国公共嘱託登記土地家屋調査士協会

代表理事 平尾　登

○補償・土地調査　

ビューセッケイ

タナカ　ケイジ 771-0136 徳島県徳島市川内町平石古田２６１

088-665-7362088-665-7360県内

(株)ビュー設計

代表取締役 田中　啓司

C:測量・測量一般　　○地質　　C:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空
港・道路・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・都市計画及び地方計画・
地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・施工計画、施工設備及び積算



NO. 11
業者名簿平成29年度

業者名

代表者名

地域
区分

郵便番号 住所

TEL FAX 業種　○(ﾗﾝｸ:)＝大業種　　・＝小業種

ヒロセコウギョウショ

ヒロセ　タカヤス 770-0811 徳島県徳島市東吉野町１―２３

088-623-1510088-623-1533県内

(株)廣瀬工業所

代表取締役 廣瀬　隆譽

○地質　　C:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空港・道路・上水道及び
工業用水道・下水道・農業土木・森林土木・水産土木・都市計画及び地方計画・
地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・トンネル・建設環境

ファルコン

フルノ　タカヒサ 770-8056 徳島県徳島市問屋町４３

088-623-0002088-602-4500県内

(株)ファルコン

代表取締役 古野　隆久

B:測量・測量一般・地図の調査　　○地質　○補償・物件・機械工作物・営業補償・
特殊補償・事業損失・補償関係　B:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空
港・電力土木・道路・鉄道・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・森林土
木・水産土木・造園・都市計画及び地方計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコ
ンクリート・トンネル・施工計画、施工設備及び積算・建設環境

フジタケンセツコンサルタント

フジタ　サダヨシ 771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字原８７－１

088-698-2134088-698-2155県内

(株)フジタ建設コンサルタント

代表取締役 藤田　定吉

A:測量・測量一般・地図の調査・航空測量　B:建築・建築一般・意匠・建築積算・調査　○
地質　○補償・土地調査・土地評価・物件・機械工作物・営業補償・特殊補償・事業損失・
補償関係　A:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空港・電力土木・道路・鉄道・上
水道及び工業用水道・下水道・農業土木・森林土木・水産土木・造園・都市計画及び地方
計画・地質・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・トンネル・施工計画、施工設備及び積
算・建設環境・建設機械・電気電子

フジミライ

エザキ　イクオ 770-0873 徳島県徳島市東沖洲1-6-1

088-664-7078088-664-7077県内

(株)フジみらい

代表取締役 江崎　郁夫

B:測量・測量一般・地図の調査　　　　C:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及
び空港・道路・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・土質及び基礎・鋼構
造及びコンクリート・施工計画、施工設備及び積算

フジワラソクリョウセッケイ

フジワラ　キヨシ 771-2102 徳島県美馬市美馬町字中横尾５３

0883-55-20130883-63-4027県内

(株)藤原測量設計

代表取締役 藤原　潔

C:測量・測量一般・地図の調査　　　　

ヘイシマヒロユキプラスチームニジュウハチ

ヘイシマ　ヒロユキ 771-0132 徳島県徳島市川内町平石夷野７７－２

088-666-3325088-666-3328県内

(株)平島弘之プラスチーム二十八

代表取締役 平島　弘之

A:建築・建築一般　　　

ホクシンソクリョウセッケイ

テラカワ　タケシ 770-0047 徳島県徳島市名東町３－３４２－５

088-624-8860088-631-3070県内

(株)北辰測量設計

代表取締役 寺川　武士

C:測量・測量一般　　　　C:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空港・道
路・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・森林土木・造園・都市計画及び
地方計画・鋼構造及びコンクリート

マキノイッキュウケンチクセッケイジムショ

マキノ　キヨシ 771-0144 徳島県徳島市川内町榎瀬８２１

088-665-5626088-665-0644県内

(株)槙野一級建築設計事務所

代表取締役 槙野　清

A:建築・建築一般　　　



NO. 12
業者名簿平成29年度

業者名

代表者名

地域
区分

郵便番号 住所

TEL FAX 業種　○(ﾗﾝｸ:)＝大業種　　・＝小業種

マックスセッケイ

タブチ　ヒロキ 779-3610 徳島県美馬市脇町大字脇町７０５－２

0883-53-98400883-52-0574県内

(株)マックス設計

代表取締役 田渕　宏樹

A:建築・建築一般・意匠・構造・暖冷房・衛生・電気・建築積算・機械積算・電気積
算・調査　　　

ミナミシコクフドウサンカンテイ

アベ　ケイジ 771-0132 徳島県徳島市川内町平石夷野１７６

088-666-0344088-666-0333県内

南四国不動産鑑定(株)

代表取締役 阿部　啓治

○補償・土地評価・物件・機械工作物・営業補償・特殊補償・事業損失・補償関係
　

メックシコク

オキザキ　エイジ 771-2107 徳島県美馬市美馬町字上野４７－１１

0883-63-34140883-63-3394県内

(株)メック四国

代表取締役 沖崎　英二

C:測量・測量一般　　○地質　　C:土木・河川、砂防及び海岸・海洋・道路・農業土
木・森林土木・地質

ヤマオカフドウサンケンキュウショ

ヤマオカ　カズミ 770-0802 徳島県徳島市吉野本町３－３３

088-625-8154088-625-8156県内

(株)山岡不動産研究所

代表取締役 山岡　和美

○補償・土地調査・土地評価・物件・機械工作物・営業補償・特殊補償・事業損
失・補償関係　

ヤマダセッケイ

ヤマダ　トオル 778-0004 徳島県三好市池田町シンマチ１５３３－１

0883-72-35220883-72-0697県内

(株)山田設計

代表取締役 山田　徹

A:建築・建築一般　　　

ヤマトケイザイカンテイショ

フケ　コウジ 770-0855 徳島市新蔵町１－７４　ASUKAⅢ　３F

088-653-8832088-622-6177県内

(株)大和経済鑑定所

代表取締役 福家　功治

○補償・土地調査・土地評価・物件・営業補償・特殊補償・事業損失　

ユウワフドウサンカンテイシジムショ

アベ　ユウイチロウ 771-0132 徳島県徳島市川内町平石夷野１７６

088-666-0344088-635-0247県内

(株)祐和不動産鑑定士事務所

代表取締役 阿部　祐一郎

○補償・土地評価　

ヨネヅケンセツコンサルタント

ヨシダ　ケンジ 771-1151 徳島県徳島市応神町古川字日ノ上７－４

088-665-5528088-665-1035県内

(株)ヨネヅ建設コンサルタント

代表取締役 吉田　健治

C:測量・測量一般・地図の調査　　　○補償・土地調査　C:土木・河川、砂防及び
海岸・海洋・道路・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・造園・都市計画及
び地方計画・土質及び基礎・鋼構造及びコンクリート・トンネル・施工計画、施工設
備及び積算・建設環境



NO. 13
業者名簿平成29年度

業者名

代表者名

地域
区分

郵便番号 住所

TEL FAX 業種　○(ﾗﾝｸ:)＝大業種　　・＝小業種

リクチソクリョウセッケイ

サヤマ　カツイチ 770-0024 徳島県徳島市佐古四番町8-3

088-654-0855088-626-4620県内

(株)陸地測量設計

代表取締役 佐山　勝一

C:測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　　　○土木・河川、砂防及び海岸・海
洋・港湾及び空港・電力土木・道路・鉄道・上水道及び工業用水道・下水道・農業
土木・森林土木・水産土木・造園・都市計画及び地方計画・建設環境

リコウセッケイ

ハリマ　エイジ 770-0021 徳島県徳島市佐古一番町６－１１

088-622-2147088-622-2144県内

理光設計(株)

代表取締役 張間　栄嗣

C:測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　　　

リョッカコンサルタント

イワネ　ヨシハル 770-0847 徳島県徳島市幸町３－２３－１

088-622-5774088-622-5757県内

(株)緑化コンサルタント

代表取締役 岩根　義治

C:測量・測量一般　　　　○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・道路・造園


