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所在地住所 代表者氏名 営業所等名称 所在地住所 受任者氏名

（株）アール・アイ・エー 東京都港区港南１－２－７０ 梅澤　隆 大阪支社 大阪府大阪市北区堂山町３－３ 川田　啓一

（株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山３－１－８ 加藤　朋行 西日本支社 大阪府大阪市淀川区西宮原１－５－３３ 北　伸一朗

（株）あい設計 広島県広島市東区上大須賀町１０－１６ 清水　慶典 四国支社 愛媛県松山市竹原２－１３－２４ハイシティ松山別棟２０１ 土岐　裕二

（株）アイ・ティー・シー 香川県高松市上林町３０９－１ 堀　修一

（株）アクアプランニング 岡山県岡山市北区野田３－１１－３５ 楳田　吉正 徳島営業所 徳島県徳島市応神町古川字日ノ上７－６ 田中　潤

朝日航洋（株） 東京都江東区新木場４－７－４１ 尾暮　敏範 高松支店 香川県高松市寿町１－２－５ 及川　雄司

朝日設計（株） 香川県高松市郷東町７９２－１７ 山地　芳和 徳島事務所 徳島県鳴門市大麻町市場字東原６３－１ 光成　英之

アジア航測（株） 東京都新宿区西新宿６－１４－１新宿グリーンタワービル 畠山　仁 徳島営業所 徳島県徳島市八百屋町１－１４ 田中　真樹

（株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０－１１ 杉谷　文彦 関西支社 大阪府大阪市北区大淀中１－１－９０ 菅根　義明

アセス（株） 岡山県津山市中北上１７３１－２ 松永　誠 四国支店 愛媛県四国中央市金生町下分２２１－１２ 田村　汎史

（株）歩デザイン 東京都墨田区業平２－１４－６ロータスビル３Ｆ 中野　美子 鳴門事務所 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜５２７－１ダイアパレス鳴門１１０２号室 中野　亜美

（株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町２－２－１２ 瀬尾　忠治 四国支店 徳島県徳島市昭和町２－８６－１ 程野　祐介

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 福岡県福岡市博多区対馬小路１－２１ 藤本　尚伸 広島支店 広島県広島市東区光町２－１４－１６ 今井　昌之

（株）イ・エス・エス 東京都文京区小石川１－１－１７ 西谷　健 四国営業所 香川県綾歌郡宇多津町７９０－２ 金生　良秋

（株）石本建築事務所 東京都千代田区九段南４－６－１２ 長尾　昌高 大阪オフィス 大阪府大阪市中央区南本町２－６－１２ 谷口　嘉彦

（株）市浦ハウジング＆プランニング 東京都文京区本郷１－２８－３４ 川崎　直宏 大阪支店 大阪府大阪市北区西天満１－７－２０ 田中　純一

いであ（株） 東京都世田谷区駒沢３－１５－１ 田畑　彰久 四国支店 高知県高知市駅前町２－１６ 川田　大理

（株）イビソク 岐阜県大垣市築捨町３－１０２ 森　允 徳島営業所 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜２５２－２０１ 村上　真仁

（株）ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５ 北村　彰秀 徳島事務所 徳島県徳島市東大工町１－９－１ 南　恵司

（株）潮技術コンサルタント 奈良県香芝市瓦口２１１５ 武田　康夫 徳島事務所 徳島県海部郡海陽町大里字馬谷６２－２ 乃一　武

（株）浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０ 浦野　廣高 関西支社 大阪府大阪市中央区谷町２－２－２０ 庄　幸雄

（株）エイテック 東京都渋谷区本町４－１２－７ 橘　義規 西日本支社 兵庫県尼崎市御園町２４ 久川　真史

（株）エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１ 小谷　裕司 徳島支店 徳島県徳島市中洲町２－８ 松井　良徳

（株）エス・ジー都市経営 大阪府大阪市中央区釣鐘町１－１－１ 森田　耕二

（株）エックス都市研究所 東京都豊島区高田２－１７－２２ 大野　眞里 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島５－９－１ 髙橋　美樹

（株）エヌ・イーサポート 広島県広島市西区己斐本町３－１３－１６ 長田　智久 高松営業所 香川県高松市番町２－１０－１０ 有田　和志

（株）ＮＨＫテクノロジーズ 東京都渋谷区神山町４－１４ 野口　周一 松山総支社 愛媛県松山市朝生田町２－２－３３ 土屋　幸男

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園１－２－９ 須磨　重孝 徳島営業所 徳島県徳島市佐古一番町１０－２ 藤本　充

（株）ＮＪＳ 東京都港区芝浦１－１－１ 村上　雅亮 徳島出張所 徳島県徳島市川内町小松東２５－１９ 伊藤　泰二

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 大村　仁 中国四国支社 岡山県岡山市北区柳町２－２－２３ 重田　正則

エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株） 東京都中央区東日本橋１－８－１ 黒田　吉広 徳島支店 徳島県徳島市中島田町２－２６ 森　一庸

（株）遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町１－９－１１大鵬ビル４階 遠藤　克彦

応用地質（株） 東京都千代田区神田美土代町７ 成田　賢 徳島営業所 徳島県徳島市佐古一番町１０－２ 三原　隆一

（株）オオバ 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 辻本　茂 四国営業所 香川県高松市天神前１０－１２ 垣田　佳男

（株）大林組 東京都港区港南２－１５－２ 蓮輪　賢治 四国支店 香川県高松市中央町１１－１１ 佐々木　嘉仁

（株）オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町３－１２－１ 野崎　秀則 徳島事務所 徳島県板野郡板野町矢武字長田１６－２ 浜田　学

オリジナル設計（株） 東京都渋谷区元代々木町３０－１３ 菅　伸彦 徳島営業所 徳島県徳島市西須賀町下中須３０－１５ 工藤　寛史

（株）カワグチテイ建築計画 東京都中野区本町６－６－３イシカワビル２Ｆ 川口　有子

川崎地質（株） 東京都港区三田２－１１－１５ 栃本　泰浩 四国支店 愛媛県松山市山西町８０１－４ 直本　啓祐

（株）環境技術研究所 大阪府大阪市西区阿波座１－３－１５ 篠田　公平 四国支店 愛媛県松山市南高井町１９９０－８ 村井　康一

環境設計（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町１－４－２ 中野　晋

関西技術コンサルタント（株） 大阪府茨木市上中条２－１０－２７ 梅垣　亨 四国事務所 徳島県徳島市北沖洲４－１－１８８－２０６ 辻　裕司

（株）管総研 兵庫県尼崎市浜１－１－１ 川久保　知一

令和４・５年度一般（指名）競争入札参加資格業者名簿（県外　測量・建設コンサルタント等）
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（株）気象工学研究所 大阪府大阪市西区京町堀１－８－５ 小久保　鉄也

基礎地盤コンサルタンツ（株） 東京都江東区亀戸１－５－７ 柳浦　良行 徳島事務所 徳島県徳島市中常三島町３－８－１ 樋口　昭雄

キタイ設計（株） 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０ 梶　雅弘 徳島事務所 徳島県徳島市川内町竹須賀８０－１ 辰巳　慶臣

（株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３－４－７ 飯田　順一 大阪事務所 大阪府大阪市北区東天満１－６－６ 八田　利幸

共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５－１０－１４ 飯田　精三

協和設計（株） 大阪府茨木市丑寅２－１－３４ 久後　雅治

（株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田２－３－２６ 村岡　基 徳島事務所 徳島県吉野川市鴨島町鴨島２２９－４ 佐藤　浩

近畿技術コンサルタンツ（株） 大阪府大阪市中央区谷町２－６－４谷町ビル 田中　基裕

（株）久米設計 東京都江東区潮見２－１－２２ 藤澤　進 大阪支社 大阪府大阪市中央区本町４－３－９ 小牧　実豊

クリアウォーターＯＳＡＫＡ（株） 大阪府大阪市中央区船場中央２－２－５－２３３ 河谷　幸生

グリーン・コンサルタント（株） 東京都品川区東品川３－３２－２０ 荒井　明夫 中国営業所 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘１－４５ 佐々木　喜代治

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江１－１２－１９ 菊本　一高

（一財）経済調査会 東京都港区新橋６－１７－１５ 田口　学 四国支部 香川県高松市紺屋町９－６ 吉沢　毅

（株）ケー・シー・エス 東京都文京区小石川１－１－１７ 宇野　昭弘 九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－４－４ 松本　好史

（株）建設環境研究所 東京都豊島区東池袋２－２３－２ 浦川　雅太 高松支店 香川県高松市松島町１－１３－１０ 岡崎　健二

（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 中村　哲己 徳島事務所 徳島県徳島市吉野本町２－２０－１７ 橋本　省二

（一財）建設物価調査会 東京都中央区日本橋大伝馬町１１－８ 北橋　建治 四国支部 香川県高松市番町１－１－５ 矢倉　一憲

構営技術コンサルタント（株） 高知県高知市本宮町１０５－２３ 吉田　幸男

（株）高建総合コンサルタント 高知県四万十市駅前町２－３ 福留　明男

（一財）高度映像情報センター 東京都千代田区霞が関３－２－１ 久保田　了司

国際航業（株） 東京都新宿区北新宿２－２１－１ 土方　聡 徳島営業所 徳島県徳島市川内町金岡４０－３ラフォーレ３７０２号室 小山　英一郎

国土情報開発（株） 東京都世田谷区池尻２－７－３ 羽田　寛

国土防災技術（株） 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 相川　裕司 四国支店 徳島県徳島市川内町榎瀬６７６－１ 稲葉　英昭

（株）五星 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０－１ 今中　雅樹 徳島支店 徳島県三好市池田町シマ８０９－１ 山下　敬吾

（株）サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里２－４０－１０ 藤澤　士朗 四国事務所 香川県高松市塩屋町８－１ 佐々木　寛治

（株）佐藤総合計画 東京都墨田区横網２－１０－１２ 細田　雅春 関西オフィス 大阪府大阪市中央区北浜東１－２６ 井下　仁史

サンエー設計（株） 香川県高松市松縄町１１４２－８ 阿部　和夫 徳島営業所 徳島県徳島市名東町２－３５５－５７ 高木　永之

（株）三弘建築事務所 兵庫県西宮市本町４－１６ 池田　裕彦

（株）三座建築事務所 大阪府大阪市西区江戸堀１－２２－３８三洋ビル 井手　俊男

（株）三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島６－２－４０ 山崎　義広 徳島事務所 徳島県徳島市住吉３－８－２７ 山崎　一郎

三洋テクノマリン（株） 東京都中央区日本橋堀留町１－３－１７ 高畠　新 大阪支社 大阪府吹田市江の木町２０－１２ 菊田　昌義

（株）サンリーク 大阪府大阪市淀川区宮原１－１９－２３ 小東　雅彦

（株）シアターワークショップ 東京都渋谷区神宮前６－２３－３ 伊東　正示

（株）ＧＰＭＯ 香川県高松市木太町３３９６－１１ 神原　孝行

ジェイアール西日本コンサルタンツ（株） 大阪府大阪市淀川区西中島５－４－２０ 土肥　弘明

四国開発建設（株） 香川県高松市新北町２７－１０ 近藤　明生

四国環境整備興業（株） 愛媛県今治市国分１－１－１８ 青野　通久

（株）島田組 大阪府八尾市弓削町南３－２０－２ 岩立　二郎

（株）四門 東京都千代田区神田三崎町２－４－１ 寳土　大亮 四国支店 愛媛県東温市南方２６０７－１ 門屋　鉄男

写測エンジニアリング（株） 大阪府大阪市天王寺区上本町３－２－１５ 永露　潔 四国支店 香川県高松市岡本町４８９－５ 丸山　浩史

（株）上智 富山県砺波市千代１７６－１ 金木　春男 中四国支店 香川県観音寺市古川町７１１－１ 大西　勝彦

昭和（株） 東京都千代田区平河町１－７－２１ 本島　哲也 松山営業所 愛媛県松山市小坂５－１３－１０ 中山　隆太郎

（株）昭和設計 大阪府大阪市北区豊崎４－１２－１０ 梶山　卓二

（株）静環検査センター 静岡県藤枝市高柳２３１０ 徳田　茂 広島営業所 広島県広島市安佐北区落合１－１９－３８ 小谷　聖滋

セントラルコンサルタント（株） 東京都中央区晴海２－５－２４ 木原　一行 徳島営業所 徳島県徳島市応神町古川字日ノ上４８－５ 芳澤　龍哉

（株）ゼンリン 福岡県北九州市小倉北区室町１－１－１ 高山　善司 中四国支社 広島県広島市東区光町１－１０－１９ 檜垣　晋一朗

（株）綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町１－３０－５ 原　澄雄 松山支店 愛媛県松山市山越４－４－３５ 有重　壮如



（株）総合環境計画 東京都江東区牡丹１－１４－１ 横山　隆二郎 四国事務所 香川県高松市寿町２－２－１０ 赤井　裕

（株）総合計画機構 大阪府大阪市中央区谷町２－２－２２ 水上　貴之

（株）第一コンサルタンツ 高知県高知市介良甲８２８－１ 右城　猛

大栄環境（株） 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２－２－４ 金子　文雄

（株）大建設計 大阪府大阪市西区京町堀１－１３－２０ 菅野　尚教 大阪事務所 大阪府大阪市西区京町堀１－１３－２０ 前田　幸宏

大日本コンサルタント（株） 東京都千代田区神田練塀町３００ 新井　伸博 徳島営業所 徳島県板野郡北島町中村字東堤ノ内３２－１ 廣瀬　尚二

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋２－１－３６ 北　哲弥 徳島営業所 徳島県徳島市万代町２－４－７ 瀧本　雅博

（株）ダック 広島県広島市中区鶴見町４－２５ 平佐　敬

玉野総合コンサルタント（株） 愛知県名古屋市東区東桜２－１７－１４ 牧村　直樹 松山事務所 愛媛県松山市三番町７－１３－１３ 庄司　公夫

田村ボーリング（株） 香川県高松市太田上町２９９－７ 田村　孝治

（株）丹青社 東京都港区港南１－２－７０ 高橋　貴志 関西支店 大阪府大阪市北区大深町３－１ 大岩　典文

（株）地域科学研究所 大分県大分市東春日町１－１ＮＳ大分ビル 平井　慎一 徳島事務所 徳島県徳島市東大工町１－９－１徳島ファーストビル 稲生　正夫

（株）地域計画建築研究所 京都府京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町８２ 中塚　一

（株）地域経済研究所 大阪府大阪市中央区石町１－１－１天満橋千代田ビル２号館５階 井上　浩一

（株）地域未来研究所 大阪府大阪市北区堂島１－５－１７ 赤田　浩志

（株）チェリーコンサルタント 香川県高松市上林町５１０－１ 矢野　均 徳島営業所 徳島県徳島市安宅１－１０－２８－４０２ 今岡　幹人

（株）地圏総合コンサルタント 東京都荒川区西日暮里２－２６－２ 西柳　良平 四国支店 愛媛県新居浜市惣開町１－６ 小畑　英樹

中央開発（株） 東京都新宿区西早稲田３－１３－５ 田中　誠 四国支店 愛媛県松山市山越６－１－１６ 三嶋　信裕

中央コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区丸の内３－２２－１ 藤本　博史 高松事務所 香川県高松市磨屋町８－１ 澤田　茂和

中央復建コンサルタンツ（株） 大阪府大阪市東淀川区東中島４－１１－１０ 兼塚　卓也 徳島営業所 徳島県徳島市寺島本町東２－９－１ 石本　修

中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９－１２ 福馬　聡之 関西技術センター 兵庫県神戸市西区井吹台東町７－３－７ 中尾　茂樹

（株）長大 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 野本　昌弘 徳島事務所 徳島県徳島市中常三島町３－８－１ 廣田　健二

（株）ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０－１０ 木本　泰樹 四国支社 香川県高松市成合町９３０－１０ 秋吉　一美

（株）ティーメック 愛媛県松山市美沢１－８－４６ 松岡　彰彦

帝人エコ・サイエンス（株） 東京都港区三田３－３－８ 塚野　和夫 松山事業所 愛媛県松山市西垣生町２３４５ 杉原　典侍

（株）テクノスジャパン 福岡県福岡市博多区光丘町３－１－５ 垣本　政輝 四国支店 香川県高松市鬼無町是竹２８７－１ 三小田　和則

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内３－３－１ 近藤　忠登史 広島支店四国営業所 愛媛県松山市山越５－８－３ 渡辺　伸一

（株）東京建設コンサルタント 東京都豊島区北大塚１－１５－６ 大村　善雄 四国支社 香川県高松市寿町１－３－２日進高松ビル 五藤　隆彦

（株）東京設計事務所 東京都千代田区霞が関３－７－１霞が関東急ビル 狩谷　薫 関西支社 大阪府大阪市淀川区西宮原１－８－２９テラサキ第２ビル 神保　士朗

東京テクニカル・サービス（株） 千葉県浦安市今川４－１２－３８－１ 吉池　南

（株）東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋４－４１－２４ 堀　尚義 大阪支店 大阪府大阪市西区西本町１－３－１５ 小山　雅生

（株）東畑建築事務所 大阪府大阪市中央区高麗橋２－６－１０ 米井　寛 本社オフィス大阪 大阪府大阪市中央区高麗橋２－６－１０ 永田　久子

東邦化工建設（株） 静岡県駿東郡長泉町上土狩字高石２３４ 原田　茂彦 徳島事業所 徳島県徳島市応神町吉成字只津３７－４ 寺島　拓哉

（株）東洋技研 高知県高知市大津乙１９０２－４ 永森　康貴

（株）東洋電化テクノリサーチ 高知県高知市萩町２－２－２５ 大杉　憲正

（株）東和テクノロジー 広島県広島市中区広瀬北町３－１１ 友田　啓二郎 四国営業所 徳島県徳島市中常三島町１－３２－１ 福永　和弘

（株）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 山村　健一郎

（株）トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１－１３－３ 横井　輝明 西日本支社 大阪府大阪市北区万歳町３－２０ 木本　隆

（株）東鳳電通設計事務所 青森県青森市青葉１－２－１１ルグラン奥野Ａ－７ 江利山　光彦

（株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５－１４ 徳岡　浩二

（株）都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西２－１４－３０ 中原　聡

内外エンジニアリング（株） 京都府京都市南区久世中久世町１－１４１ 池田　正 徳島営業所 徳島県徳島市北矢三町４－８－４－４ 木原　文博

（株）内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２ 川本　雄三

（有）ナカイテレビ 高知県高知市春野町弘岡下３４３４－１ 中井　智一

中日本建設コンサルタント（株） 愛知県名古屋市中区錦１－８－６ 上田　直和 徳島事務所 徳島県徳島市南二軒屋町３－２－１５ 川野　浩平

中日本航空（株） 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２ 二神　一 高松営業所 香川県高松市鹿角町３４１－１ 黒須　範知嘉

（株）中山綜合コンサルタント 和歌山県和歌山市栄谷２４１ 中山　智支



（有）ナスカ 東京都新宿区戸山３－１５－１ 古谷　誠章

（株）浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積１－２－２９ 青木　寛章 神戸支店 兵庫県神戸市中央区御幸通４－２－１５三宮米本ビル 齋藤　充嗣

南海測量設計（株） 愛媛県松山市中村３－１－７ 藤村　修作

（株）西日本科学技術研究所 高知県高知市若松町９－３０ 福留　いく子

（株）西日本水道センター 大阪府大阪市淀川区宮原２－１０－９ 工藤　清 四国支店 香川県高松市寿町２－２－１０－４Ｆ 手柴　正憲

ニチレキ（株） 東京都千代田区九段北４－３－２９ 小幡　学 四国支店 香川県高松市香川町浅野２８６ 市川　浩

（株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町６－４－３ 平井　成典 徳島営業所 徳島県徳島市東大工町１－１７ 佐藤　壽彦

（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 愛須　友行

（株）日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区大手前１－２－１５ 宮脇　佳史 四国事務所 香川県丸亀市大手町１－４－２３ 濱岡　陽介

（株）日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ 柴田　功 徳島出張所 徳島県徳島市一宮町片山１５－３２ 有馬　克浩

日進設備工業（株） 高知県高知市百石町４－１１－６ 岡崎　敏子

（株）日水コン 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 間山　一典 大阪支所 大阪府吹田市江坂町１－２３－１０１ 今野　和弘

（株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１－３４－１４ 浜田　幸一 大阪事務所 大阪府大阪市中央区博労町２－１－１３ 松尾　大史

（株）日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町３－６－１４ 小林　祐太 徳島営業所 徳島県徳島市佐古三番町５－１９ 迫　啓介

（一財）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 南川　秀樹 西日本支局 福岡県大野城市白木原３－５－１１ 野田　誠一郎

（株）日本環境工学設計事務所 東京都千代田区岩本町３－１１－１５ 岩脇　成彦

日本技術サービス（株） 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３－１１－２ 内田　浩幸 徳島事務所 徳島県徳島市沖浜東１－１６－３ 前田　昌平

日本工営（株） 東京都千代田区麹町５－４ 新屋　浩明 徳島事務所 徳島県徳島市八百屋町１－１４ 大部　竜司

（公社）日本交通計画協会 東京都文京区本郷３－２３－１ 石川　次男

（一財）日本消防設備安全センター 東京都港区西新橋３－７－１ 北崎　秀一

日本水工設計（株） 東京都中央区勝どき３－１２－１ 本名　元 徳島事務所 徳島県徳島市山城西３－５１－５ 植島　祐二

日本物理探鑛（株） 東京都大田区中馬込２－２－１２ 石田　定 関西支店 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝１－３－２４ 吉村　修

日本ミクニヤ（株） 神奈川県川崎市高津区溝口３－２５－１０ 田中　秀宜 大阪支店 大阪府大阪市浪速区幸町３－１－１０ 渡邊　竜之

（株）日本レップス 神奈川県横浜市中区元浜町３－１５ 川島　幹夫 四国営業所 徳島県徳島市川内町平石若宮８－７ 勝浦　洋巳

（株）ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東２－３－２０ 吉津　洋一 徳島事務所 徳島県徳島市昭和町５－５ 神山　登

（株）バイタルリード 島根県出雲市荻杼町２７４－２ 森山　昌幸 四国営業所 愛媛県松山市宮西１－４－４３ 難波　正明

パシフィックコンサルタンツ（株） 東京都千代田区神田錦町３－２２ 重永　智之 徳島事務所 徳島県徳島市寺島本町西１－７－１ 濱田　敏宏

（株）パスコ 東京都目黒区下目黒１－７－１ 島村　秀樹 香川支店 香川県高松市観光通２－２－１５ 武内　哲朗

（株）ハンシン 大阪府大阪市天王寺区味原町４－８ 木下　聖

阪神測建（株） 兵庫県神戸市中央区楠町６－３－１１ 四方　克明 淡路支店 兵庫県洲本市宇原６５２－１ 濱口　佳弘

（株）ファインコラボレート研究所 東京都港区元赤坂１－１－１５ニュートヨビル 望月　伸一

（株）福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－１８ 福島　宏治 徳島事務所 徳島県徳島市鮎喰町１－５７ 齋藤　弘

フジ地中情報（株） 東京都港区海岸３－２０－２０ 深澤　貴 四国営業所 香川県高松市伏石町２０８８－２２ 川野　茂生

（株）フタバ設計 兵庫県南あわじ市福良甲５１８－５ 坂本　哲也

復建調査設計（株） 広島県広島市東区光町２－１０－１１ 來山　尚義 徳島支店 徳島県徳島市川内町沖島４５３ 高見　直樹

（株）プレック研究所 東京都千代田区麹町３－７－６ 杉尾　大地 大阪事務所 大阪府大阪市西区靱本町１－１４－１５ 佐々木　雅子

（株）増田地質工業 香川県高松市宮脇町１－１８－２３ 増田　剛人

（株）松田平田設計 東京都港区元赤坂１－５－１７ 江本　正和 大阪事務所 大阪府大阪市西区西本町１－４－１ 上村　晋

（株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町３－４－３６ 益子　一彦

三井共同建設コンサルタント（株） 東京都品川区大崎１－１１－１ 中野　宇助 四国営業所 香川県高松市中野町２９－５ 米川　亮

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 東京都港区虎ノ門５ー１１－２ 池田　雅一 大阪 大阪府大阪市北区梅田２－５－２５ 和田　寿一

（株）無線放送設計事務所 神奈川県横浜市中区相生町１－１ 川端　竜美 四国営業所 愛媛県新居浜市江口町２－２６ヴィレッタ江口２０１号室 川端　竜美

（株）村田相互設計 広島県広島市中区舟入南４－２０－８ 村田　正道

（株）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 大場　龍夫

（株）安井建築設計事務所 大阪府大阪市中央区島町２－４－７ 佐野　吉彦

八千代エンジニヤリング（株） 東京都台東区浅草橋５－２０－８ 出水　重光 徳島事務所 徳島県徳島市川内町榎瀬５５３－６ 高野　浩二

（株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６－１ 藤田　秀夫 関西支社 大阪府大阪市中央区南船場２－３－２ 筬島　亮



（株）山田綜合設計 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 深尾　元詞

（株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎２－２５－２ 鈴木　良典 大阪事務所 大阪府大阪市中央区平野町２－６－６ 高橋　敏行

（株）四航コンサルタント 香川県高松市上福岡町２０５７－６ 森本　美樹

（株）四電技術コンサルタント 香川県高松市牟礼町牟礼１００７－３ 野村　喜久 徳島支店 徳島県徳島市応神町応神産業団地１３－２８ 渡邊　裕之

ランドブレイン（株） 東京都千代田区平河町１－２－１０ 吉武　祐一 大阪事務所 大阪府大阪市西区西本町１－３－１５大阪建大ビル 小笹　清

リージョナルデザイン（株） 愛媛県新居浜市大生院２１５１－１０東予産業創造センター内 安孫子　尚正

（株）緑景 大阪府大阪市中央区上汐１－４－６ 瀬川　勝之

（株）レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木５－５８－１ 三浦　敏伸


