
NO. 1
業者名簿令和 4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

アールアイエー

カワダ　ケイイチ 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町３－３

06-6312-916706-6312-9154県外

(株)アール・アイ・エー　大阪支社

支社長 川田　啓一

○建築・建築一般　　　○土木・都市計画及び地方計画

アイエヌエーシンケンチクケンキュウジョ

キタ　シンイチロウ 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原１－５－３３

06-6399-217306-6399-2171県外

（株）ＩＮＡ新建築研究所　西日本支社

支社長 北　伸一朗

○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　　　○土木・都市計画及び地方計画・建設環境

アイセッケイ

トキ　ユウジ 790-0053 愛媛県松山市竹原２－１３－２４ハイシ
ティ松山別棟２０１

089-900-0731089-947-0160県外

（株）あい設計　四国支社

支社長 土岐　裕二

○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　　　

アイティーシー

ホリ　シュウイチ 761-0302 香川県高松市上林町３０９－１

087-864-8177087-864-8133県外

（株）アイ・ティー・シー

代表取締役 堀　修一

○建築・電気・機械積算・電気積算　　　○土木・電気電子

アクアプランニング

タナカ　ジュン 771-1151 徳島市応神町古川字日ノ上７－６

088-665-6135088-665-6135県外

（株）アクアプランニング　徳島営業所

所長 田中　潤

○測量・測量一般　○建築・建築一般　　　○土木・上水道及び工業用水道・下水
道・土質及び基礎・電気電子

アサヒコウヨウ

オイカワ　ユウジ 760-0023 香川県高松市寿町１－２－５

087-821-0315087-821-0308県外

朝日航洋(株)高松支店

支店長 及川　雄司

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　○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　○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

アジアコウソク

タナカ　マサキ 770-0841 徳島市八百屋町１－１４

088-656-5787088-656-5686県外

アジア航測(株)徳島営業所

所長 田中　真樹

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○建築・建築一般・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　○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・電気
電子

アズサセッケイ

スガネ　ヨシアキ 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１－１－９０

06-6450-170706-6450-1771県外

(株)梓設計　関西支社

常務執行役員支社
長

菅根　義明

○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　　　○土木・港湾及び空港・都市計画及び地方計画



NO. 2
業者名簿令和 4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

アセス

タムラ　ヒロシ 799-0111 愛媛県四国中央市金生町下分２２１－
１２

0896-59-23210896-59-2320県外

アセス(株)四国支店

支店長 田村　汎史

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　○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　○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

アルファスイコウコンサルタンツ

ワカバヤシ　タカシ 063-0829 北海道札幌市西区発寒９条１４－５１６－
３３６

011-666-8049011-662-3331県外

（株）アルファ水工コンサルタンツ

代表取締役 若林　隆司

○測量・測量一般　○建築・建築一般　　　○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港
湾及び空港・水産土木・建設環境

アワセッケイジムショ

ホドノ　ユウスケ 770-0942 徳島市昭和町２－８６－１

088-655-8881088-655-8808県外

(株)阿波設計事務所　四国支店

支店長 程野　祐介

○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　　　

イーシステム

イマイ　マサユキ 732-0052 広島県広島市東区光町２－１４－１６

082-568-4425082-568-4404県外

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ　広島支店

取締役支店長 今井　昌之

○測量・測量一般　○建築・建築一般・意匠・構造・建築積算・調査　○地質　　○
土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空港・道路・農業土木・森林土木・水
産土木・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

イエスエス

カネイキ　ヨシアキ 769-0210 香川県綾歌郡宇多津町７９０－２

0877-49-20120877-49-2012県外

（株）イ・エス・エス　四国営業所

所長 金生　良秋

○土木・電気電子

イシモトケンチクジムショ

タニグチ　ヨシヒコ 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町２－６－１２

06-6251-752206-6251-7507県外

(株)石本建築事務所　大阪オフィス

オフィス代表 谷口　嘉彦

○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　　　○土木・都市計画及び地方計画

イチウラハウジングアンドプランニング

タナカ　ジュンイチ 530-0047 大阪府大阪市北区西天満１－７－２０

06-6361-878806-6361-8480県外

（株）市浦ハウジング＆プランニング　大阪支店

専務取締役支店長 田中　純一

○建築・建築一般・意匠・調査　　　○土木・都市計画及び地方計画

イデア

カワタ　ダイリ 780-0053 高知県高知市駅前町２－１６

088-820-7702088-820-7701県外

いであ(株)四国支店

支店長 川田　大理

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○建築・建築一般・意匠・構造・調査　○地質　
○補償・営業補償・特殊補償　○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. 3
業者名簿令和 4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

ウエスコ

ミナミ　ケイジ 770-0905 徳島市東大工町１－９－１

088-625-5622088-653-5622県外

（株）ウエスコ　徳島事務所

所長 南　恵司

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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

ウシオギジュツコンサルタント

ノイチ　タケシ 775-0203 海部郡海陽町大里字馬谷６２－２

0884-74-31360884-74-3135県外

（株）潮技術コンサルタント　徳島事務所

所長 乃一　武

○測量・測量一般・地図の調査　○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　○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・施工計画、施工設備及び
積算・建設環境・建設機械

ウラノセッケイ

ショウ　ユキオ 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町２－２－２０

06-6944-770706-6944-7706県外

（株）浦野設計　関西支社

取締役支社長 庄　幸雄

○建築・建築一般　　　

エイテック

ヒサガワ　マサフミ 660-0861 兵庫県尼崎市御園町２４

06-4869-332006-4869-3321県外

（株）エイテック　西日本支社

支社長 久川　真史

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　○地質　○補償・土地調査・事業損
失・補償関係　○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・道路・下水道・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

エイトニホンギジュツカイハツ

マツイ　ヨシノリ 770-0856 徳島市中洲町２－８

088-653-3970088-623-1283県外

(株)エイト日本技術開発　徳島支店

支店長 松井　良徳

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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

エスジートシケイエイ

モリタ　コウジ 540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町１－１－１

06-6966-301706-6966-3016県外

（株）エス・ジー都市経営

代表取締役 森田　耕二

○建築・建築一般　　　○土木・都市計画及び地方計画

エスティカンキョウセッケイケンキュウショ

シブエ　アキコ 812-0028 福岡県福岡市博多区須崎町１２－８

092-271-3662092-271-3606県外

（株）エスティ環境設計研究所

代表取締役 澁江　章子

○建築・建築一般　　　○土木・造園・都市計画及び地方計画

エックストシケンキュウショ

タカハシ　ミキ 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島５－９－１

06-6195-746506-6195-7464県外

（株）エックス都市研究所　大阪支店

支店長 高橋　美樹

○土木・下水道・都市計画及び地方計画・建設環境



NO. 4
業者名簿令和 4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

エヌイーサポート

アリタ　カズシ 760-0017 香川県高松市番町２－１０－１０

087-823-5624087-823-5639県外

（株）エヌ・イーサポート　高松営業所

所長 有田　和志

○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・鉄道・下水道・土質及び基礎・トンネル・建設環境

エヌエイチケイテクノロジーズ

ツチヤ　ユキオ 790-0952 愛媛県松山市朝生田町２－２－３３

089-943-5673089-943-5543県外

（株）ＮＨＫテクノロジーズ　松山総支社

総支社長 土屋　幸男

○建築・建築一般　　　

エヌエスカンキョウ

フジモト　タカシ 770-0021 徳島市佐古一番町１０－２

088-602-4435088-602-4434県外

エヌエス環境(株)徳島営業所

所長 藤本　充

○測量・測量一般　　○地質　　○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

エヌジェーエス

イトウ　タイジ 771-0103 徳島市川内町小松東２５－１９

088-666-3032088-666-3031県外

（株）ＮＪＳ　徳島出張所

所長 伊藤　泰二

○測量・測量一般　○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　○土木・河川、砂防
及び海岸・海洋・上水道及び工業用水道・下水道・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・電気電子

エヌティーシーコンサルタンツ

シゲタ　マサノリ 700-0904 岡山県岡山市北区柳町２－２－２３

086-235-5883086-235-5881県外

ＮＴＣコンサルタンツ(株)中国四国支社

支社長 重田　正則

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○建築・建築一般・建築積算・調査　○地質　
○補償・土地調査・土地評価・物件・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・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

エンドウカツヒコケンチクケンキュウジョ

エンドウ　カツヒコ 105-0013 東京都港区浜松町１－９－１１大鵬ビル４
階

03-6435-814103-6435-9171県外

（株）遠藤克彦建築研究所

代表取締役 遠藤　克彦

○建築・建築一般・意匠　　　

オウヨウチシツ

ミハラ　リュウイチ 770-0021 徳島市佐古一番町１０－２

088-653-0124088-653-0125県外

応用地質(株)徳島営業所

営業所長 三原　隆一

○測量・測量一般　　○地質　　○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・都市計画及び地
方計画・地質・土質及び基礎・トンネル・建設環境・電気電子

オオバ

カキタ　ヨシオ 760-0018 香川県高松市天神前１０－１２

087-863-5178087-863-5171県外

（株）オオバ　四国営業所

所長 垣田　佳男

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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・
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



NO. 5
業者名簿令和 4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

オオバヤシグミ

ササキ　ヨシヒト 760-0007 香川県高松市中央町１１－１１

087-831-7125087-836-3122県外

（株）大林組　四国支店

常務執行役員支店
長

佐々木　嘉仁

○建築・建築一般・意匠・構造　　　

オリエンタルコンサルタンツ

ハマダ　マナブ 779-0115 板野郡板野町矢武字長田１６－２

088-672-7790088-672-7789県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ　徳島事務所

所長 浜田　学

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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

オリジナルセッケイ

クドウ　ヒロシ 770-8024 徳島市西須賀町下中須３０－１５

088-669-6232088-669-6231県外

オリジナル設計(株)徳島営業所

所長 工藤　寛史

○測量・測量一般・地図の調査　○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　　○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・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

カジマケンセツ

オザキ　ヨシノブ 760-0050 香川県高松市亀井町１－３

087-835-0229087-839-3111県外

鹿島建設(株)四国支店

執行役員支店長 尾崎　美伸

○建築・建築一般　　　

カワグチテイケンチクケイカク

カワグチ　ナオコ 164-0012 東京都中野区本町６－６－３イシカワビ
ル２Ｆ

03-5929-9116県外

（株）カワグチテイ建築計画

代表取締役 川口　有子

○建築・建築一般・意匠　　　

カワサキチシツ

ナオモト　ケイスケ 791-8026 愛媛県松山市山西町８０１－４

089-953-1577089-951-1630県外

川崎地質(株)四国支店

支店長 直本　啓祐

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　○地質　　○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・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

カンキョウギジュツケンキュウショ

ムライ　ヤスカズ 791-1112 愛媛県松山市南高井町１９９０－８

089-969-1137089-969-1136県外

（株）環境技術研究所　四国支店

支店長 村井　康一

○建築・建築一般・電気・建築積算・機械積算・電気積算・調査　　　○土木・下水
道

カンキョウセッケイ

ナカノ　ススム 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町１－４－２

06-6261-214606-6261-2144県外

環境設計（株）

代表取締役 中野　晋

○建築・建築一般　　　○土木・造園・都市計画及び地方計画・建設環境



NO. 6
業者名簿令和 4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

カンサイギジュツコンサルタント

ツジ　ユウジ 770-0872 徳島市北沖洲４－１－１８８－２０６

088-664-8133088-664-8122県外

関西技術コンサルタント(株)四国事務所

営業統括 辻　裕司

○測量・測量一般　○建築・建築一般　○地質　　○土木・上水道及び工業用水
道・下水道・電気電子

カンソウケン

カワクボ　トモイチ 661-8567 兵庫県尼崎市浜１－１－１

06-4960-456006-6470-6300県外

（株）管総研

代表取締役社長 川久保　知一

○土木・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・地質・施工計画、施工設備
及び積算

キショウコウガクケンキュウショ

コクボ　テツヤ 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀１－８－５

06-6441-105006-6441-1022県外

（株）気象工学研究所

代表取締役社長 小久保　鉄也

○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・道路

キソジバンコンサルタンツ

ヒグチ　アキオ 770-0813 徳島市中常三島町３－８－１

088-657-0505088-657-0550県外

基礎地盤コンサルタンツ(株)徳島事務所

所長 樋口　昭雄

○測量・測量一般　　○地質　○補償・土地調査　○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

キタイセッケイ

タツミ　ヨシオミ 771-0141 徳島市川内町竹須賀８０－１

088-666-3779088-666-3778県外

キタイ設計(株)徳島事務所

所長 辰巳　慶臣

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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

キョウイクシセツケンキュウショ

ハッタ　トシユキ 530-0044 大阪府大阪市北区東天満１－６－６

06-6354-396306-6354-3960県外

（株）教育施設研究所　大阪事務所

常務取締役所長 八田　利幸

○建築・建築一般　　　

キョウドウセッケイ

イイダ　セイゾウ 530-0047 大阪府大阪市北区西天満５－１０－１４

06-6365-617106-6364-5836県外

共同設計（株）

代表取締役 飯田　精三

○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　　　○土木・都市計画及び地方計画

キョクトウギコウコンサルタント

サトウ　ヒロシ 776-0010 吉野川市鴨島町鴨島２２９－４

0883-36-11450883-36-1144県外

（株）極東技工コンサルタント　徳島事務所

所長 佐藤　浩

○測量・測量一般　○建築・建築一般　○地質　　○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・土質及び基礎・鋼構造及びコンク
リート・トンネル・電気電子



NO. 7
業者名簿令和 4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

キンキギジュツコンサルタンツ

タナカ　モトヒロ 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町２－６－４谷町
ビル

06-6946-577806-6946-5771県外

近畿技術コンサルタンツ（株）

代表取締役社長 田中　基裕

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　　○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

クメセッケイ

コマキ　サネトヨ 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１－１０－８パ
シフィックマークス肥後橋

06-6444-116706-6444-1161県外

（株）久米設計　大阪支社

支社長 小牧　実豊

○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　　　○土木・都市計画及び地方計画

クリアウォーターオオサカ

カワタニ　ユキオ 541-0055 大阪府大阪市中央区船場中央２－２－５
－２３３

06-6121-603406-6121-2329県外

クリアウォーターＯＳＡＫＡ（株）

代表取締役 河谷　幸生

○土木・下水道

クリモトテッコウショ

キクモト　カズタカ 550-8580 大阪府大阪市西区北堀江１－１２－１９

06-6538-775006-6538-7731県外

（株）栗本鐵工所

代表取締役 菊本　一高

○土木・上水道及び工業用水道

ケイザイチョウサカイ

ヨシザワ　タケシ 760-0027 香川県高松市紺屋町９－６

087-821-6241087-821-4074県外

（一財）経済調査会　四国支部

支部長 吉沢　毅

ケーシーエス

マツモト　ヨシフミ 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－４－４

092-472-4542092-472-4521県外

（株）ケー・シー・エス　九州支社

支社長 松本　好史

○土木・道路・都市計画及び地方計画

ケンセツギジュツケンキュウジョ

ハシモト　ショウジ 770-0802 徳島市吉野本町２－２０－１７

088-611-0302088-611-0301県外

（株）建設技術研究所　徳島事務所

所長 橋本　省二

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○建築・建築一般・意匠・構造・調査　○地質　
○補償・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・
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

ケンセツブッカチョウサカイ

ヤグラ　カズノリ 760-0017 香川県高松市番町１－１－５

087-822-4436087-851-1233県外

（一財）建設物価調査会　四国支部

支部長 矢倉　一憲

○建築・建築積算・機械積算・電気積算・調査　　　○土木・施工計画、施工設備
及び積算



NO. 8
業者名簿令和 4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

コウエイギジュツコンサルタント

ヨシダ　ユキオ 780-0945 高知県高知市本宮町１０５－２３

088-850-0551088-850-0550県外

構営技術コンサルタント（株）

代表取締役社長 吉田　幸男

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　○地質　○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・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

コウケンソウゴウコンサルタント

フクドメ　アキオ 787-0014 高知県四万十市駅前町２－３

0880-35-56960880-34-6633県外

(株)高建総合コンサルタント

代表取締役 福留　明男

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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

コウドエイゾウジョウホウセンター

クボタ　リョウジ 100-0013 東京都千代田区霞が関３－２－１

03-5157-922503-3239-1121県外

（一財）高度映像情報センター

理事長 久保田　了司

○建築・電気・電気積算・調査　　　○土木・都市計画及び地方計画・施工計画、
施工設備及び積算・電気電子

コクサイコウギョウ

コヤマ　エイイチロウ 771-0125 徳島市川内町金岡４０－３ ラフォーレⅢ
７０２号室

088-679-1382088-679-1381県外

国際航業(株)徳島営業所

所長 小山　英一郎

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○建築・建築一般・調査　○地質　○
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・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・電気電子

コクサイブンカザイ

カワイ　タケシ 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２－３－２南
船場ハートビル

06-4708-664006-4708-5424県外

国際文化財(株)西日本支店

支店長 川井　健士

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　　　

コクドジョウホウカイハツ

ハダ　ヒロシ 154-8530 東京都世田谷区池尻２－７－３

03-5481-303003-5481-3000県外

国土情報開発（株）

代表取締役社長 羽田　寛

○測量・測量一般・地図の調査　　　　

コクドボウサイギジュツ

イナバ　ヒデアキ 771-0144 徳島市川内町榎瀬６７６－１

088-666-3233088-666-3232県外

国土防災技術(株)四国支店

支店長 稲葉　英昭

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　○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　○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

ゴセイ

ヤマシタ　ケイゴ 778-0005 三好市池田町シマ８０９－１

0883-72-58210883-72-5820県外

（株）五星　徳島支店

支店長 山下　敬吾

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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. 9
業者名簿令和 4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

サーベイリサーチセンター

ササキ　ヒロハル 760-0047 香川県高松市塩屋町８－１

087-821-0933087-811-2671県外

（株）サーベイリサーチセンター　四国事務所

四国事務所長 佐々木　寛治

○土木・道路・都市計画及び地方計画

サトウソウゴウケイカク

イノシタ　ヒトシ 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東１－２６

06-6946-733606-6946-7330県外

（株）佐藤総合計画　関西オフィス

執行役員関西オフ
ィス代表

井下　仁史

○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　　　○土木・都市計画及び地方計画

サンエーセッケイ

タカキ　ヒサユキ 770-0047 徳島市名東町２－３５５－５７

088-679-4065088-679-4027県外

サンエー設計(株)徳島営業所

所長 髙木　永之

○測量・測量一般　○建築・建築一般・建築積算・調査　　　○土木・河川、砂防及
び海岸・海洋・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・トンネル・施工計画、施工設備
及び積算・建設環境

サンガワケンチクケンキュウショ

サンガワ　テツジ 760-0063 香川県高松市多賀町２－１０－９

087-835-2157087-862-8784県外

（株）寒川建築研究所

代表取締役 寒川　徹司

○建築・建築一般　　　

サンコウケンチクジムショ

イケダ　ヤスヒコ 662-0914 兵庫県西宮市本町４－１６

0798-34-51770798-34-5081県外

(株)三弘建築事務所

代表取締役 池田　裕彦

○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　　　

サンザケンチクジムショ

イデ　トシオ 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１－２２－３８
三洋ビル

06-6443-989806-6443-0051県外

（株）三座建築事務所

代表取締役 井手　俊男

○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　　　○土木・都市計画及び地方計画

サンスイコンサルタント

ヤマサキ　イチロウ 770-0861 徳島市住吉３－８－２７

088-679-7215088-679-7214県外

（株）三水コンサルタント　徳島事務所

所長 山崎　一郎

○測量・測量一般　　○地質　　○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・上水道及び
工業用水道・下水道・土質及び基礎・建設環境・建設機械・電気電子

サンヨウテクノマリン

キクタ　マサヨシ 564-0053 大阪府吹田市江の木町２０－１２

06-6155-510806-6155-5107県外

三洋テクノマリン(株)大阪支社

執行役員大阪支社
長

菊田　昌義

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　○地質　　○土木・河川、砂防及び
海岸・海洋・港湾及び空港・電力土木・道路・下水道・水産土木・地質・土質及び
基礎・建設環境



NO. 10
業者名簿令和 4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

サンリーク

コヒガシ　マサヒコ 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原１－１９－２３

06-6397-382106-6395-6801県外

（株）サンリーク

代表取締役 小東　雅彦

ジーピーエムオー

カンバラ　タカユキ 760-0080 香川県高松市木太町３３９６－１１

087-883-0234087-813-3203県外

（株）ＧＰＭＯ

代表取締役 神原　孝行

○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・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・鋼構造及び
コンクリート・建設環境

ジェイアールニシニホンコンサルタンツ

トヒ　ヒロアキ 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島５－４－２０

06-6303-392906-6303-6971県外

ジェイアール西日本コンサルタンツ（株）

代表取締役 土肥　弘明

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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・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

シコクカイハツケンセツ

コンドウ　アキオ 760-0001 香川県高松市新北町２７－１０

087-802-6013087-802-6012県外

四国開発建設（株）

代表取締役 近藤　明生

○測量・測量一般　○建築・建築一般・意匠・構造・暖冷房・衛生　　　○土木・道
路・鉄道・上水道及び工業用水道・下水道・地質

シコクカンキョウセイビコウギョウ

アオノ　ミチヒサ 799-1533 愛媛県今治市国分１－１－１８

0898-48-32440898-48-1600県外

四国環境整備興業（株）

代表取締役 青野　通久

シマダグミ

イワタテ　ジロウ 581-0034 大阪府八尾市弓削町南３－２０－２

072-949-4429072-949-2410県外

（株）島田組

代表取締役社長 岩立　二郎

○測量・測量一般　　　　

シミズケンセツ

タケナカ　ヤスヒロ 760-8533 香川県高松市寿町２－４－５

087-811-1838087-811-1804県外

清水建設(株)四国支店

執行役員支店長 竹中　康博

○測量・測量一般　○建築・建築一般　　　

シモン

カドヤ　テツオ 791-0301 愛媛県東温市南方２６０７－１

089-966-2823089-966-2821県外

（株）四門　四国支店

支店長 門屋　鉄男

○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　



NO. 11
業者名簿令和 4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

シャソクエンジニアリング

マルヤマ　ヒロシ 761-8047 香川県高松市岡本町４８９－５

087-886-5749087-886-5724県外

写測エンジニアリング(株)四国支店

支店長 丸山　浩史

○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　○土木・河川、砂防
及び海岸・海洋・港湾及び空港・電力土木・道路・下水道・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・建設環境

ジョウチ

オオニシ　カツヒコ 768-0023 香川県観音寺市古川町７１１－１

0875-23-66220875-23-6621県外

（株）上智　中四国支店

支店長 大西　勝彦

○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　○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・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

ショウワ

ナカヤマ　リュウタロウ 790-0963 愛媛県松山市小坂５－１３－１０

089-987-8154089-987-8153県外

昭和(株)松山営業所

所長 中山　隆太郎

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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

ショウワセッケイ

カジヤマ　タクジ 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎４－１２－１０

06-7174-877906-7174-8777県外

（株）昭和設計

代表取締役社長 梶山　卓二

○測量・測量一般　○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　　　○土木・上水道及び工業用水道・下水道・都市
計画及び地方計画・土質及び基礎

ゼンコクギョコウギョジョウキョウカイ

ハシモト　オサム 107-0052 東京都港区赤坂１－９－１３三会堂ビル８
階

03-5114-998303-5114-9981県外

（公社）全国漁港漁場協会

会長 橋本　牧

○土木・水産土木

ゼンコクシガイチサイカイハツキョウカイ

オオムラ　ケンジロウ 102-0075 東京都千代田区三番町１－５石油健保
ビル２階

03-6265-669203-6265-6691県外

（公社）全国市街地再開発協会

理事長 大村　謙二郎

○土木・都市計画及び地方計画

セントラルコンサルタント

ヨシザワ　タツヤ 771-1151 徳島市応神町古川字日ノ上４８－５

088-666-3626088-666-3625県外

セントラルコンサルタント(株)徳島営業所

所長 芳澤　龍哉

○測量・測量一般　○建築・建築一般　○地質　　○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・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

ゼンリン

タケハタ　ナリトシ 732-0052 広島県広島市東区光町１－１０－１９

082-506-0613082-506-0603県外

（株）ゼンリン　中四国エリアグループ

エリアグループ長 竹畠　成俊

○測量・地図の調査　　　　



NO. 12
業者名簿令和 4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

ソウキカクセッケイ

アリシゲ　タケシ 791-8013 愛媛県松山市山越４－４－３５

089-924-3449089-924-3444県外

（株）綜企画設計　松山支店

松山支店長 有重　壮如

○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　　　

ソウゴウカンキョウケイカク

アカイ　ヒロシ 760-0023 香川県高松市寿町２－２－１０

087-883-6595087-804-7692県外

（株）総合環境計画　四国事務所

所長 赤井　裕

○測量・測量一般　○建築・調査　　　○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及
び空港・道路・鉄道・農業土木・森林土木・造園・都市計画及び地方計画・建設環
境

ソウゴウケイカクキコウ

ミズカミ　タカシ 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町２－２－２２

06-6942-244706-6942-1877県外

（株）総合計画機構

代表取締役 水上　貴之

○測量・測量一般・地図の調査　○建築・建築一般　　　○土木・造園・都市計画
及び地方計画

ダイイチコンサルタンツ

ウシロ　タケシ 781-5105 高知県高知市介良甲８２８－１

088-821-7771088-821-7770県外

（株）第一コンサルタンツ

代表取締役 右城　猛

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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

ダイエイカンキョウ

カネコ　フミオ 658-0031 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２－２－４

078-857-5255078-857-6600県外

大栄環境（株）

代表取締役 金子　文雄

ダイケンギジュツコンサルタンツ

フクダ　ヘイハチ 768-0062 香川県観音寺市有明町５－５－１

0875-57-61240875-57-6123県外

（株）大建技術コンサルタンツ　四国営業所

所長 福田　平八

○測量・測量一般　　　　○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・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

ダイケンセッケイ

カンノ　ヒサノリ 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀１－１３－２０

06-6449-682906-6449-6800県外

（株）大建設計

代表取締役社長 菅野　尚教

○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　　　○土木・都市計画及び地方計画・鋼構造及びコンクリート

タイセイケンセツ

ニシヤマ　ヒデキ 760-0019 香川県高松市サンポート２－１

087-825-3444087-825-3400県外

大成建設(株)四国支店

執行役員支店長 西山　秀樹

○建築・建築一般・意匠・構造・暖冷房・衛生・電気　　　○土木・港湾及び空港・
上水道及び工業用水道・下水道・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・建設機械



NO. 13
業者名簿令和 4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

ダイニッポンコンサルタント

ヒロセ　ショウジ 771-0203 板野郡北島町中村字東堤ノ内３２－１

088-697-2106088-697-2105県外

大日本コンサルタント(株)徳島営業所

所長 廣瀬　尚二

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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

ダイワリース

タキモト　マサヒロ 770-0941 徳島市万代町２－４－７

088-657-7747088-657-7702県外

大和リース(株)徳島営業所

所長 瀧本　雅博

○建築・建築一般・意匠・構造　　　

ダック

ヒラサ　タカシ 730-0045 広島県広島市中区鶴見町４－２５

082-504-5408082-504-5407県外

(株)ダック

代表取締役社長 平佐　敬

○土木・施工計画、施工設備及び積算・電気電子

タマノソウゴウコンサルタント

ショウジ　キミオ 790-0003 愛媛県松山市三番町７－１３－１３

089-934-0321089-934-0320県外

玉野総合コンサルタント(株)松山事務所

所長 庄司　公夫

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　○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　○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・施工計画、施工設備
及び積算・建設環境

タムラボーリング

タムラ　コウジ 761-8074 香川県高松市太田上町２９９－７

087-813-7771087-813-7770県外

田村ボーリング（株）

代表取締役 田村　孝治

○測量・測量一般　　○地質　　○土木・地質

タンセイシャ

オオイワ　ノリフミ 530-0011 大阪府大阪市北区大深町３－１

06-6377-599206-6377-5982県外

（株）丹青社　関西支店

関西支店長 大岩　典文

○建築・建築一般　　　

チイキカガクケンキュウショ

イナオ　マサオ 770-0905 徳島市東大工町１－９－１徳島ファースト
ビル

088-679-7630088-679-7331県外

(株)地域科学研究所　徳島事務所

徳島事務所長 稲生　正夫

○測量・地図の調査　　　　○土木・電気電子

チイキケイカクケンチクケンキュウショ

ナカツカ　ハジメ 600-8007 京都府京都市下京区四条通り高倉西入
ル立売西町８２

075-256-1764075-221-5132県外

（株）地域計画建築研究所

代表取締役 中塚　一

○建築・建築一般　　　○土木・造園・都市計画及び地方計画



NO. 14
業者名簿令和 4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

チイキミライケンキュウショ

アカダ　ヒロシ 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１－５－１７

06-4796-850906-4796-8502県外

（株）地域未来研究所

代表取締役 赤田　浩志

○土木・道路・鉄道・都市計画及び地方計画

チェリーコンサルタント

イマオカ　ミキト 770-0863 徳島市安宅１－１０－２８－４０２

088-611-5411088-611-5410県外

（株）チェリーコンサルタント　徳島営業所

所長 今岡　幹人

○測量・測量一般　○建築・建築一般・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　○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

チケンソウゴウコンサルタント

オバタ　ヒデキ 792-0001 愛媛県新居浜市惣開町１－６

0897-37-16030897-33-3123県外

（株）地圏総合コンサルタント　四国支店

支店長 小畑　英樹

○測量・測量一般　　○地質　　○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・道路・下水
道・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

チュウオウカイハツ

ミシマ　ノブヒロ 791-8013 愛媛県松山市山越６－１－１６

089-917-7022089-917-7011県外

中央開発(株)四国支店

支店長 三嶋　信裕

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　○地質　　○土木・河川、砂防及び
海岸・海洋・港湾及び空港・電力土木・道路・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・トンネル・建設環境

チュウオウコンサルタンツ

サワダ　シゲカズ 760-0026 香川県高松市磨屋町８－１

087-826-2571087-826-2541県外

中央コンサルタンツ(株)高松事務所

所長 澤田　茂和

○測量・測量一般　　○地質　　○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・
トンネル・施工計画、施工設備及び積算・建設環境・建設機械

チュウオウセッケイギジュツケンキュウショ

イシダ　ナオト 700-0927 岡山県岡山市北区西古松１－２０－２７
パインシティ３０６号室

086-805-6711086-805-6688県外

（株）中央設計技術研究所　岡山事務所

所長 石田　直人

○測量・測量一般　○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　　○土木・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・鋼構造及びコンクリート・電気電子

チュウオウフッケンコンサルタンツ

イシモト　オサム 770-0832 徳島市寺島本町東２－９－１

088-652-9902088-652-9901県外

中央復建コンサルタンツ(株)徳島営業所

所長 石本　修

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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・物件・機械工作
物・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・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

チュウガイテクノス

ナカオ　シゲキ 651-2242 兵庫県神戸市西区井吹台東町７－３－７

078-997-8010078-997-8000県外

中外テクノス(株)関西技術センター

所長 中尾　茂樹

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　　　○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. 15
業者名簿令和 4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

チョウダイ

ヒロタ　ケンジ 770-0813 徳島市中常三島町３－８－１

088-626-1929088-626-1922県外

（株）長大　徳島事務所

所長 廣田　健二

○測量・測量一般・航空測量　○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　　○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・電気電子

ティーネットジャパン

アキヨシ　カズミ 761-8081 香川県高松市成合町９３０－１０

087-870-4220087-886-8110県外

（株）ティーネットジャパン　四国支社

支社長 秋吉　一美

○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・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・建設機械・電気電子

ティーメック

マツオカ　アキヒコ 791-8022 愛媛県松山市美沢１－８－４６

089-922-1061089-922-1060県外

（株）ティーメック

代表取締役 松岡　彰彦

○建築・建築一般・構造・調査　　　

テイジンエコサイエンス

スギハラ　ヨシヒト 791-8536 愛媛県松山市西垣生町２３４５

089-972-3957089-971-5818県外

帝人エコ・サイエンス(株)松山事業所

所長 杉原　典侍

○土木・建設環境

テクノスジャパン

サンコダ　カズノリ 761-8021 香川県高松市鬼無町是竹２８７－１

087-832-8086087-832-8085県外

（株）テクノスジャパン　四国支店

支店長 三小田　和則

デンキコウギョウ

ワタナベ　シンイチ 791-8013 愛媛県松山市山越５－８－３

089-925-2748089-922-7230県外

電気興業(株)広島支店四国営業所

所長 渡辺　伸一

○建築・建築一般　　　

トウキョウセッケイジムショ

ジンボ　シロウ 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原１－８－２９
テラサキ第２ビル

06-6398-130806-6398-1301県外

（株）東京設計事務所　関西支社

執行役員支社長 神保　士朗

○測量・測量一般　○建築・建築一般　○地質　　○土木・上水道及び工業用水
道・下水道・鋼構造及びコンクリート・トンネル・建設環境・建設機械・電気電子

トウキョウテクニカルサービス

ヨシイケ　ミナミ 279-0022 千葉県浦安市今川４－１２－３８－１

03-5667-1084047-354-5337県外

東京テクニカル・サービス（株）

代表取締役 吉池　南

○土木・建設環境



NO. 16
業者名簿令和 4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

トウコウコンサルタンツ

オヤマ　マサオ 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１－３－１５

06-6541-772206-6541-7782県外

（株）東光コンサルタンツ　大阪支店

支店長 小山　雅生

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　○地質　　○土木・河川、砂防及び
海岸・海洋・港湾及び空港・道路・下水道・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

トウハタケンチクジムショ

ナガタ　ヒサコ 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋２－６－１０

06-6223-147406-6202-0391県外

（株）東畑建築事務所　本社オフィス大阪

取締役代表 永田　久子

○建築・建築一般　　　○土木・都市計画及び地方計画

トウホウカコウケンセツ

テラシマ　タクヤ 771-1153 徳島市応神町吉成字只津３７－４

088-683-3807088-641-2365県外

東邦化工建設(株)徳島事業所

徳島事業所長 寺島　拓哉

○土木・建設環境

トウヨウギケン

ナガモリ　ヤスタカ 781-5103 高知県高知市大津乙１９０２－４

088-866-6692088-866-6690県外

（株）東洋技研

代表取締役 永森　康貴

○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・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・土質及び基礎・トンネル・施
工計画、施工設備及び積算・建設環境

トウヨウデンカテクノリサーチ

オオスギ　ケンシ 781-8006 高知県高知市萩町２－２－２５

088-834-4884088-834-4836県外

（株）東洋電化テクノリサーチ

代表取締役 大杉　憲正

トウワテクノロジー

フクナガ　カズヒロ 770-0813 徳島市中常三島町１－３２－１

088-657-6613088-657-6612県外

（株）東和テクノロジー　四国営業所

所長 福永　和弘

○測量・測量一般　○建築・建築一般　　　○土木・建設環境

トータルメディアカイハツケンキュウショ

ヤマムラ　ケンイチロウ 102-0094 東京都千代田区紀尾井町３－２３

03-3221-552103-3221-5558県外

（株）トータルメディア開発研究所

代表取締役 山村　健一郎

○建築・建築一般　　　

トーニチコンサルタント

キモト　タカシ 530-0028 大阪府大阪市北区万歳町３－２０

06-6316-012706-6316-1491県外

（株）トーニチコンサルタント　西日本支社

支社長 木本　隆

○測量・測量一般　○建築・建築一般　○地質　　○土木・河川、砂防及び海岸・
海洋・道路・鉄道・下水道・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. 17
業者名簿令和 4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

トオホオデンツウセッケイジムショ

エリヤマ　ミツヒコ 030-0846 青森県青森市青葉１－２－１１ルグラン奥
野Ａ－７

017-729-8266017-729-2805県外

（株）東鳳電通設計事務所

代表取締役 江利山　光彦

○土木・電気電子

トクオカセッケイ

トクオカ　コウジ 540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋５－１４

06-6910-717906-6910-7178県外

（株）徳岡設計

代表取締役 徳岡　浩二

○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　　　

トシカンキョウセッケイ

ナカハラ　サトル 556-0003 大阪府大阪市浪速区恵美須西２－１４－
３０

06-6636-655506-6636-2811県外

（株）都市環境設計

代表取締役社長 中原　聡

○測量・測量一般　○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　　　

トシセッケイレンゴウ

ハタノ　サトシ 651-0092 兵庫県神戸市中央区生田町１－４－２０
新神戸ビルディング９階

078-262-8910078-262-8900県外

（株）都市設計連合

代表取締役 波多野　聡

○建築・建築一般　　　○土木・都市計画及び地方計画

ナイガイエンジニアリング

キハラ　フミヒロ 770-0006 徳島市北矢三町４－８－４－４

088-679-6530088-679-6525県外

内外エンジニアリング(株)徳島営業所

所長 木原　文博

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○建築・建築一般・構造　○地質　○
補償・土地調査・物件・営業補償・特殊補償・事業損失　○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・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・建設機械・電気電子

ナイトウケンチクジムショ

カワモト　ユウソウ 606-8202 京都府京都市左京区田中大堰町１８２

075-701-2423075-781-4111県外

（株）内藤建築事務所

代表取締役 川本　雄三

○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　　　

ナカイテレビ

ナカイ　トモカズ 781-0303 高知県高知市春野町弘岡下３４３４－１

088-821-6757088-821-6756県外

（有）ナカイテレビ

代表取締役 中井　智一

○土木・電気電子

ナカニホンケンセツコンサルタント

カワノ　コウヘイ 770-8063 徳島市南二軒屋町３－２－１５

088-625-9791088-625-9790県外

中日本建設コンサルタント(株)徳島事務所

所長 川野　浩平

○測量・測量一般　○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・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・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. 18
業者名簿令和 4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

ナカニホンコウクウ

クロス　ノリチカ 761-8082 香川県高松市鹿角町３４１－１

087-885-7213087-885-7210県外

中日本航空(株)高松営業所

所長 黒須　範知嘉

○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・道路・森林土木

ナスカ

フルヤ　ノブアキ 162-0052 東京都新宿区戸山３－１５－１

03-5272-402103-5272-4808県外

（有）ナスカ

代表取締役 古谷　誠章

○建築・建築一般・意匠　　　

ナニワギケンコンサルタント

サイトウ　アツシ 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通４－２－１５
三宮米本ビル

078-242-2325078-242-2333県外

（株）浪速技研コンサルタント　神戸支店

支店長 齋藤　充嗣

○測量・測量一般　○建築・建築一般・意匠・調査　○地質　　○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・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

ナンカイソクリョウセッケイ

フジムラ　シュウサク 790-0964 愛媛県松山市中村３－１－７

089-931-7900089-931-1212県外

南海測量設計（株）

代表取締役 藤村　修作

○測量・測量一般・地図の調査　　○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　○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・森林土木・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・建設環境

ニシニホンカガクギジュツケンキュウショ

フクドメ　イクコ 781-0812 高知県高知市若松町９－３０

088-884-5160088-884-5151県外

（株）西日本科学技術研究所

代表取締役 福留　いく子

○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・建設環境

ニシニホンスイドウセンター

テシバ　マサノリ 760-0023 香川県高松市寿町２－２－１０－４Ｆ

087-804-7601087-804-7712県外

（株）西日本水道センター　四国支店

支店長 手柴　正憲

ニシマツケンセツ

タナカ　ケンジ 760-8503 香川県高松市番町３－８－１１

087-831-4635087-831-1471県外

西松建設(株)四国支店

支店長 田中　顕二

○建築・建築一般・意匠・構造・暖冷房・衛生・電気　　　

ニチレキ

イチカワ　ヒロシ 761-1703 香川県高松市香川町浅野２８６

087-889-0143087-889-0141県外

ニチレキ(株)四国支店

支店長 市川　浩

○測量・測量一般　　○地質　　○土木・道路



NO. 19
業者名簿令和 4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

ニッケンギジュツコンサルタント

サトウ　トシヒコ 770-0905 徳島市東大工町１－１７

088-655-4526088-655-4525県外

（株）日建技術コンサルタント　徳島営業所

所長 佐藤　壽彦

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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

ニッケンセッケイ

カツヤマ　タロウ 541-8528 大阪府大阪市中央区高麗橋４－６－２

06-6232-399706-6203-2364県外

（株）日建設計　大阪オフィス

執行役員大阪代表 勝山　太郎

○建築・建築一般　　　○土木・造園・都市計画及び地方計画

ニッコウコンサルタント

アイス　トモユキ 739-0025 広島県東広島市西条中央１－１７－９

082-423-5985082-423-5773県外

（株）日航コンサルタント

代表取締役 愛須　友行

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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

ニッサンギジュツコンサルタント

ハマオカ　ヨウスケ 763-0034 香川県丸亀市大手町１－４－２３

0877-21-43700877-21-4368県外

（株）日産技術コンサルタント　四国事務所

所長 濱岡　陽介

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○建築・建築一般・意匠・構造・暖冷
房・衛生・電気・調査　○地質　　○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・土質及び基礎・鋼構造及び
コンクリート・建設環境・電気電子

ニッシンギジュツコンサルタント

アリマ　カツヒロ 779-3132 徳島市一宮町片山１５－３２

088-644-4771088-644-4770県外

（株）日新技術コンサルタント　徳島出張所

所長 有馬　克浩

○測量・測量一般　○建築・建築一般　○地質　　○土木・上水道及び工業用水
道・下水道

ニッシンセツビコウギョウ

オカザキ　トシコ 780-8015 高知県高知市百石町４－１１－６

088-831-5013088-831-5000県外

日進設備工業（株）

代表取締役 岡崎　敏子

ニッスイコン

コンノ　カズヒロ 564-0063 大阪府吹田市江坂町１－２３－１０１

06-6385-391006-6339-7300県外

（株）日水コン　大阪支所

支所長 今野　和弘

○測量・測量一般　○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　　○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・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・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

ニッソウケン

マツオ　ヒロフミ 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町２－１－１３

06-6264-555806-6264-5550県外

（株）日総建　大阪事務所

所長 松尾　大史

○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　　　○土木・都市計画及び地方計画



NO. 20
業者名簿令和 4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

ニッテン

タカイ　トオル 530-0028 大阪府大阪市北区万歳町３－７

06-6362-603006-6362-2210県外

（株）日展

代表取締役 田加井　徹

○建築・建築一般・意匠　　　

ニッポンコウツウギジュツ

クリハラ　ジュン 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町１－４－２

06-6479-352306-6479-3520県外

日本交通技術(株)大阪支店

大阪支店長 栗原　潤

○土木・道路・鉄道・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

ニホンインシーク

サコ　ケイスケ 770-0023 徳島市佐古三番町５－１９

088-626-7058088-626-7057県外

（株）日本インシーク　徳島営業所

所長 迫　啓介

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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

ニホンカイヨウコンサルタント

ムラナガ　ツトム 760-0025 香川県高松市古新町４－７

087-825-9736087-825-9735県外

日本海洋コンサルタント(株)四国事務所

所長 村永　努

○測量・測量一般　　　　○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空港・水産
土木・施工計画、施工設備及び積算・建設環境

ニホンカンキョウエイセイセンター

ノダ　セイイチロウ 816-0943 福岡県大野城市白木原３－５－１１

092-572-1218092-593-8225県外

（一財）日本環境衛生センター　西日本支局

西日本支局長 野田　誠一郎

○建築・建築一般　　　

ニホンカンキョウコウガクセッケイジムショ

イワワキ　ナルヒコ 101-0032 東京都千代田区岩本町３－１１－１５

03-5829-613903-5829-6133県外

（株）日本環境工学設計事務所

代表取締役 岩脇　成彦

○測量・測量一般　○建築・建築一般　　　

ニホンギジュツサービス

マエダ　ショウヘイ 770-8053 徳島市沖浜東１－１６－３

088-657-7133088-657-7083県外

日本技術サービス(株)徳島事務所

所長 前田　昌平

○測量・測量一般・地図の調査　○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　　　○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・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

ニホンコウエイ

オオブ　リュウジ 770-0841 徳島市八百屋町１－１４

088-611-4102088-611-4101県外

日本工営(株)徳島事務所

所長 大部　竜司

○測量・測量一般　○建築・建築一般　○地質　○補償・土地調査　○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. 21
業者名簿令和 4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

ニホンコウツウケイカクキョウカイ

イシカワ　ツギオ 113-0033 東京都文京区本郷３－２３－１

03-3816-179403-3816-1791県外

（公社）日本交通計画協会

代表理事 石川　次男

○土木・都市計画及び地方計画

ニホンジタン

テラダ　シゲノブ 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通３

078-393-4655078-393-4650県外

日本ジタン(株)神戸営業所

所長 寺田　滋信

○測量・測量一般　　○地質　　○土木・地質

ニホンショウボウセツビアンゼンセンター

キタザキ　シュウイチ 105-0003 東京都港区西新橋３－７－１

03-5422-158303-5422-1491県外

(一財)日本消防設備安全センター

理事長 北崎　秀一

○建築・建築一般　　　○土木・電気電子

ニホンスイコウセッケイ

ウエシマ　ユウジ 770-8054 徳島市山城西３－５１－５

088-657-7648088-657-7643県外

日本水工設計(株)徳島事務所

所長 植島　祐二

○測量・測量一般　○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　　○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港
湾及び空港・電力土木・上水道及び工業用水道・下水道・農業土木・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・施
工計画、施工設備及び積算・建設環境・建設機械・電気電子

ニホンセイタイケイキョウカイ

イケヤ　トモフミ 171-0021 東京都豊島区西池袋２－３０－２０

03-5951-297403-5951-0244県外

(公財)日本生態系協会

会長 池谷　奉文

○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・造園・都市計画及び地方計画・建設環境

ニホンレップス

カツウラ　ヒロミ 771-0137 徳島市川内町平石若宮８－７

088-679-4457088-679-4456県外

（株）日本レップス　四国営業所

所長 勝浦　洋巳

ニュージェック

カミヤマ　ノボル 770-0942 徳島市昭和町５－５

088-611-0961088-611-0960県外

（株）ニュージェック　徳島事務所

所長 神山　登

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○建築・建築一般・意匠・構造・暖冷
房・衛生・電気　○地質　　○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・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・電気電子

バイタルリード

ナンバ　マサアキ 790-0065 愛媛県松山市宮西１－４－４３

089-989-6335089-989-6320県外

（株）バイタルリード　四国営業所

所長 難波　正明

○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・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. 22
業者名簿令和 4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

パシフィックコンサルタンツ

ハマダ　トシヒロ 770-0831 徳島市寺島本町西１－７－１

088-653-5948088-625-2843県外

パシフィックコンサルタンツ(株)徳島事務所

所長 濱田　敏宏

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　　○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

パスコ

タケウチ　ヨシオ 760-0055 香川県高松市観光通２－２－１５

087-833-1219087-833-1212県外

（株）パスコ　香川支店

支店長 武内　哲朗

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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

ハンキュウコンストラクションマネジメント

カサイ　ヒロシ 542-0076 大阪府大阪市中央区難波４－７－１４

06-4397-080106-4397-0800県外

阪急コンストラクション・マネジメント（株）

代表取締役 笠井　寛

○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・調査
　　　

ハンシン

キノシタ　セイ 543-0023 大阪府大阪市天王寺区味原町４－８

06-6768-369906-6768-3686県外

(株)ハンシン

代表取締役 木下　聖

○測量・測量一般・地図の調査　　　　○土木・建設環境

ハンシンソッケン

ハマグチ　ヨシヒロ 656-0054 兵庫県洲本市宇原６５２－１

0799-24-12100799-22-1463県外

阪神測建(株)淡路支店

支店長 濱口　佳弘

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　○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　○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・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・建設環境

ヒガシニホンロウスイチョウサ

ナカノ　トシオ 760-0062 香川県高松市塩上町３－１６－９

087-897-2972087-897-2902県外

東日本漏水調査(株)四国営業所

所長 中野　敏男

ファインコラボレートケンキュウジョ

モチヅキ　シンイチ 107-0051 東京都港区元赤坂１－１－１５ニュートヨ
ビル

03-5775-386703-5775-3720県外

（株）ファインコラボレート研究所

代表取締役 望月　伸一

○建築・建築一般・意匠・調査　　　○土木・都市計画及び地方計画

フクヤマコンサルタント

サイトウ　ヒロム 770-0046 徳島市鮎喰町１－５７

088-634-4850088-634-4840県外

(株)福山コンサルタント　徳島事務所

所長 齋藤　弘

○測量・測量一般　　○地質　　○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・港湾及び空
港・道路・鉄道・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. 23
業者名簿令和 4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

フジチチュウジョウホウ

フカザワ　タカシ 108-0022 東京都港区海岸３－２０－２０

03-6891-661103-6891-6600県外

フジ地中情報（株）

代表取締役 深澤　貴

○測量・測量一般・地図の調査　　○地質　　○土木・上水道及び工業用水道・下
水道

フジヤマ

フジヤマ　ヨシノブ 430-0946 静岡県浜松市中区元城町２１６－１９

053-455-4619053-454-5892県外

（株）フジヤマ

代表取締役 藤山　義修

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　　○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　○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・建設環境

フタバセッケイ

サカモト　テツヤ 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲５１８－５

0799-52-26620799-52-2662県外

（株）フタバ設計

代表取締役 坂本　哲也

○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　　　

フッケンチョウサセッケイ

タカミ　ナオキ 771-0142 徳島市川内町沖島４５３

088-666-2520088-666-2521県外

復建調査設計(株)徳島支店

支店長 高見　直樹

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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

プレックケンキュウジョ

ササキ　マサコ 550-0004 大阪府大阪市西区靱本町１－１４－１５

06-6445-590106-6445-5900県外

（株）プレック研究所　大阪事務所

大阪事務所長 佐々木　雅子

○測量・測量一般　○建築・建築一般　　　○土木・造園・都市計画及び地方計
画・建設環境

マスダチシツコウギョウ

マスダ　タケト 760-0005 香川県高松市宮脇町１－１８－２３

087-862-5201087-862-5255県外

（株）増田地質工業

代表取締役 増田　剛人

○測量・測量一般　　○地質　　○土木・地質

マツダヒラタセッケイ

カミムラ　ススム 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１－４－１

06-6536-371706-6536-3701県外

（株）松田平田設計　大阪事務所

常務執行役員所長 上村　晋

○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　　　○土木・都市計画及び地方計画

マルカワケンチクセッケイジムショ

マルヤマ　ミツヒロ 760-0022 香川県高松市西内町３－５

087-813-2451087-813-2450県外

（株）丸川建築設計事務所　四国事務所

四国事務所長 丸山　十弘

○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. 24
業者名簿令和 4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

ミカミケンチクジムショ

マシコ　カズヒコ 310-0062 茨城県水戸市大町３－４－３６

029-226-3778029-224-0606県外

（株）三上建築事務所

代表取締役 益子　一彦

○建築・建築一般　　　

ミツイキョウドウケンセツコンサルタント

ヨネカワ　リョウ 760-0008 香川県高松市中野町２９－５

050-6864-7496050-6864-7799県外

三井共同建設コンサルタント(株)四国営業所

所長 米川　亮

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○建築・建築一般・意匠・構造・調査　
○地質　　○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

ムセンホウソウセッケイジムショ

カワバタ　タツミ 792-0005 愛媛県新居浜市江口町２－２６ヴィレッタ
江口２０１号室

050-3797-2203050-3797-2203県外

（株）無線放送設計事務所　四国営業所

所長 川端　竜美

○土木・電気電子

ムラヤマ

ヤナガワ　ミツヒサ 552-0007 大阪府大阪市港区弁天１－２－１

06-6577-370006-6577-3800県外

（株）ムラヤマ　関西支社

関西支社長 柳川　満久

○建築・建築一般・意匠　　　

モリノエネルギーケンキュウジョ

オオバ　タツオ 205-0001 東京都羽村市小作台１－４－２１ＫＴＤ
キョーワビル小作台

042-578-5131042-578-5130県外

（株）森のエネルギー研究所

代表取締役 大場　龍夫

○建築・建築一般・機械積算　　　○土木・都市計画及び地方計画・施工計画、施
工設備及び積算

ヤスイケンチクセッケイジムショ

サノ　ヨシヒコ 540-0034 大阪府大阪市中央区島町２－４－７

06-6941-409406-6943-1371県外

（株）安井建築設計事務所

代表取締役社長 佐野　吉彦

○建築・建築一般・調査　　　○土木・都市計画及び地方計画

ヤチヨエンジニヤリング

タカノ　コウジ 771-0144 徳島市川内町榎瀬５５３－６

088-624-8023088-624-8022県外

八千代エンジニヤリング(株)徳島事務所

所長 高野　浩二

○測量・測量一般・地図の調査　○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・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・鉄道・上水道及び工業用水道・下水
道・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

ヤマシタセッケイ

オサジマ　リョウ 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２－３－２

06-6260-057506-6260-0581県外

（株）山下設計　関西支社

副社長執行役員支
社長

筬島　亮

○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　　　○土木・都市計画及び地方計画



NO. 25
業者名簿令和 4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

ヤマダソウゴウセッケイ

フカオ　モトシ 540-0021 大阪府大阪市中央区大手通３－１－２エ
スリードビル大手通

06-4790-041006-4790-0335県外

（株）山田綜合設計

代表取締役 深尾　元詞

○建築・建築一般　　　

ヨコガワケンチクセッケイジムショ

タカハシ　トシユキ 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町２－６－６

06-6227-503606-6202-4509県外

（株）横河建築設計事務所　大阪事務所

取締役所長 高橋　敏行

○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　　　

ヨンコウコンサルタント

モリモト　ミキ 760-0077 香川県高松市上福岡町２０５７－６

087-837-0590087-862-5865県外

（株）四航コンサルタント

代表取締役 森本　美樹

○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
　○土木・河川、砂防及び海岸・海洋・道路・農業土木・都市計画及び地方計画

ヨンデンギジュツコンサルタント

ワタナベ　ヒロユキ 771-1156 徳島市応神町応神産業団地１３－２８

088-683-3835088-683-3833県外

（株）四電技術コンサルタント　徳島支店

支店長 渡邊　裕之

○測量・測量一般・地図の調査・航空測量　○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　○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

ランドブレイン

オザサ　キヨシ 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１－３－１５大
阪建大ビル

06-6541-273306-6541-2755県外

ランドブレイン(株)大阪事務所

所長 小笹　清

○測量・測量一般　○建築・建築一般・意匠・構造・暖冷房・建築積算・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・水産土木・造園・都市計画及び地方計画

リージョナルデザイン

アビコ　ナオマサ 792-0060 愛媛県新居浜市大生院２１５１－１０東予
産業創造センター内

0897-40-01610897-47-3636県外

リージョナルデザイン(株)

代表取締役 安孫子　尚正

○土木・造園・都市計画及び地方計画

リクチロウスイチョウサ

アマノ　サトシ 161-0032 東京都新宿区中落合３－２１－２

03-3954-915803-3954-9225県外

（株）リクチ漏水調査

代表取締役 天野　智

リョクケイ

セガワ　マサユキ 542-0064 大阪府大阪市中央区上汐１－４－６

06-6765-559906-6763-7167県外

（株）緑景

代表取締役 瀬川　勝之

○測量・測量一般　○建築・建築一般　　　○土木・造園・都市計画及び地方計
画・建設環境



NO. 26
業者名簿令和 4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

レーモンドセッケイジムショ

ミウラ　トシノブ 151-0053 東京都渋谷区代々木５－５８－１

03-3460-360403-5453-3111県外

（株）レーモンド設計事務所

代表取締役 三浦　敏伸

○建築・建築一般・意匠・構造・暖冷房・衛生・電気・調査　　　


