
令和4年6月1日現在

（株）アークライズ建築設計 徳島市南仲之町３－１２－１ 長澤　正雄

（株）アース・コンサル 徳島市国府町南岩延６５８－１ 湯浅　浩司

（株）アーバン・プロジェクト 徳島市助任本町５－５０ 神木　元義

（株）あおぞら綜合コンサルタント 徳島市南出来島町１－４４ 上垣　綾貴

あおば総合アプレイザル 徳島市安宅２－９－８ 相澤　貴之

（有）アクセス設計 徳島市上八万町西山１２８３ 近藤　計二

旭測量設計（有） 阿南市才見町細田８－７ 谷澤　均

阿南測量設計（株） 阿南市宝田町今市西ヤシキ２４ 古山　忠則

（有）阿部不動産鑑定事務所 徳島市幸町３－１６ 阿部　宏士

アルファデザイン一級建築設計事務所 阿南市日開野町筒路１９－８ 大久保　明

（一社）あわ公共嘱託登記土地家屋調査士協会 徳島市南出来島町１－４４ 野村　康介

阿波測建（株） 徳島市応神町応神産業団地７－２ 佐藤　健一

（株）イーアンドイー・リサーチ 徳島市川内町平石古田２６０－２ 小倉　明

出渕建築設計事務所 徳島市大谷町新堤１１－１０ 出渕　孝佳

（株）うず潮不動産鑑定 徳島市幸町３－１０９－１ 朝日　正之

（有）内野設計 徳島市万代町５－７１ 内野　輝明

（株）エー・アンド・ビー 板野郡北島町鯛浜字かや１４－１ 阿部　義弘

（株）Ａ・Ｆ・Ｃ 徳島市大松町榎原外４８－２ 糸永　昭則

（株）エーシーイ設計 徳島市庄町１－６－２ 新居　正信

エスシー企画（株） 徳島市佐古六番町１０－８ 藤本　一郎

（株）エス・ビー・シー 美馬市脇町字西赤谷１０６３－１ 木村　充宏

（株）エヌ・アンド・イーコンサルタント 徳島市中昭和町１－１２ 板東　史郎

（株）エフ設計コンサルタント 徳島市八万町下福万１８０－１５ 冨士　達雄

（株）オーケーエー 徳島市中洲町２－２３－２ 岡　明彦

（株）オカケン不動産研究所 徳島市住吉１－６－２１ｔｒｅａｓｕｒｅ２０２ 岡田　健二

（株）岡島建築事務所 吉野川市鴨島町鴨島１６１－５ 三木　秀之

（有）岡設備設計 徳島市南矢三町３－５－１５ 岡　宣義

小椋総合コンサルタント（株） 徳島市末広２－１－６８ 小椋　忠志

（株）オリオン設計 徳島市北沖洲１－９－３－４ 中野　弘

（株）かたちとことばデザイン舎 名東郡佐那河内村上字井開６０ 高橋　広樹

（株）和コンサルタント 徳島市春日１－６－９ 水上　博史

（株）上設計 美馬郡つるぎ町貞光字町４５－７ 上柿　重信

（株）川建設計 徳島市川内町小松東７５－８ 川端　壮一郎

（株）環境防災 徳島市鮎喰町１－５７ 藤好　一男

技術士事務所ＮＳサポート 阿南市那賀川町芳崎４５０－１ 仁木　伸

（株）基礎建設コンサルタント 徳島市国府町南岩延８８３－９ 中木　一文

（株）共同測量設計 徳島市南末広町３－４７ 湯浅　正人

協立測量設計（株） 阿南市見能林町青木７７－３ 四宮　浩次

（株）協和設備コンサルタント 徳島市徳島本町２－４０ 坂東　芳弘

工藤誠一郎建築地域研究所 徳島市南佐古一番町４－１４ 工藤　誠一郎

（株）ケーアイエヌ技研 阿波市阿波町医王寺２８３－４ 中尾　均

（一社）公共嘱託登記土地家屋調査士協会サムライ 板野郡藍住町勝瑞字西勝地５７－２－２０２ 西岡　正

興国（株） 徳島市西大工町４－１５ 笹田　清介

（株）コクド 徳島市南昭和町７－８０－１０ 正木　圭

（有）国土測量設計事務所 徳島市南昭和町７－８－３５ 鶴羽　好男

坂口建築設計室 徳島市南沖洲１－５－３３－２ 坂口　敏司

（有）佐藤建築企画設計 徳島市幸町１－４３ 板東　毅

（株）サンブレーン・プラン 徳島市応神町応神産業団地１１－９ 田岡　克浩

四国建設コンサルタント（株） 徳島市応神町応神産業団地３－１ 天羽　誠二

（有）四国ローボーシステム 徳島市大原町内開８１ウイングコーポ大原２０３ 堀口　正浩

島津臣志建築設計事務所 名東郡佐那河内村下字中津５－７ 島津　臣志
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（株）城東不動産鑑定 徳島市下助任町４－５７－１ 森脇　英正

（株）昭和コンサルタント 徳島市新浜町１－１－３０ 緒方　茂

新弘測量設計（株） 徳島市勝占町外敷地１６－１６リバレインマンション勝占５０５ 東條　芳顯

（株）スバル設計 三好市三野町太刀野５－６ 藤川　隆幸

（株）象企画設計 徳島市雑賀町西開６７－１ 天野　光人

（株）創研技術 徳島市住吉１－５－２０ 東條　雄治

（株）総合設計 徳島市南矢三町１－７－２８ 中野　泰臣

創和建築設計 徳島市国府町花園７６－３ 鎌田　好康

（株）第一環境ソリューション 阿波市阿波町南整理２６６－１ 佐藤　恭司

（株）第一測量設計事務所 徳島市佐古一番町３－１７ 生原　健一郎

大新測量設計（有） 阿南市柳島町高川原６１ 住友　宗寿

（株）大日 徳島市北田宮４－６－７６ 山口　裕史

高田正樹建築設計室 徳島市末広４－４－９－１０１ 高田　正樹

（株）滝本建築設計事務所 徳島市伊月町１－３７ 小西　誠一

（有）拓企画 吉野川市鴨島町知恵島２４２－１１ 徳丸　敦也

（株）剛建築事務所 徳島市末広３－３－３ 速水　可次

（株）橘建築事務所 徳島市徳島市福島２－５－９ 森脇　康明

たにがわ建築設計（合） 徳島市明神町３－４ 谷川　健一

（株）中央設計 板野郡板野町矢武字長田１６－２ 木村　信也

（合）ＴＳ測量設計 勝浦郡勝浦町大字沼江字平間６７ 森内　誠悟

徳島ウォーターサービス（同） 徳島市川内町平石若宮８－７ 多田　武

徳島環境リサーチ（株） 徳島市山城町東浜傍示６９－７ 中川　幸彦

（公社）徳島県環境技術センター 徳島市新蔵町３－８０ 田村　茂人

（公社）徳島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 徳島市出来島本町２－４２－５ 山本　正

徳島県補償コンサルタント（株） 徳島市住吉２－６－４５ 濱口　保至

（一社）徳島県薬剤師会 徳島市中洲町１－５８－１ 水口　和生

（株）徳島総合コンサルタント 徳島市北沖洲４－６－６２ 山田　昇

（株）トクスイ 徳島市川内町沖島８４ 滝本　佳範

（有）富永不動産鑑定事務所 徳島市助任本町４－４０ 富永　守

中飯賀業建築研究所 阿南市椿町瀬井２９－６ 中飯　賀業

（有）中野測量設計事務所 阿南市内原町中分２３－１８ 長谷　修

新居建築研究所 徳島市国府町中２４６－４ 新居　照和

（株）西田設計 徳島市中昭和町２－２３－２ 山田　学

ニタコンサルタント（株） 徳島市川内町鈴江西３８－２ 奈加　博之

（有）日伸測量設計 徳島市名東町１－２１５－１ 林　信行

（株）日本漏防コンサルタント 徳島市南田宮２－７－４ 新垣　光勇

野口建築事務所 徳島市山城町東浜傍示２８－５３ 野口　政司

ハヤシ設計 名西郡石井町藍畑字竜王５１－３６ 林　美文

（有）開建築設計事務所 徳島市大松町榎原外４８－２ 開　達也

（一社）東四国公共嘱託登記土地家屋調査士協会 阿波市市場町山野上字大西１９８ 平尾　登

光設計（株） 徳島市川内町平石住吉１８９－２ 大櫛　博之

（株）ビュー設計 徳島市川内町平石古田２６１ 田中　啓司

（株）廣瀬工業所 徳島市東吉野町１－２３ 廣瀬　隆譽

（株）廣瀬諭志建築設計事務所 阿南市富岡町東新町１３４－１ 廣瀬　諭志

（合）ファーメッサー 徳島市八万町法花１２９－１ 山田　晃輔

（株）ファルコン 徳島市問屋町４３ 古野　隆久

（株）フジタ建設コンサルタント 板野郡北島町鯛浜字原８７－１ 藤田　達也

（株）フジみらい 徳島市東沖洲１－６－１ 江崎　雅章

（株）藤原測量設計 美馬市美馬町字中横尾５３ 藤原　一馬

（株）平島弘之プラスチーム二十八 徳島市川内町平石夷野７７－２ 蔭山　仁志

芳地設備設計室 徳島市末広２－１－８２－７ 芳地　雄人

（株）北辰測量設計 徳島市名東町３－３４２－５ 寺川　一

細川友也建築設計事務所 美馬市脇町大字脇町１１９９ー１０ 細川　友也

（株）マックス設計 美馬市脇町大字脇町７０５－２ 田渕　宏樹

（株）松村建築計画研究所 鳴門市撫養町斎田字北浜１５４ 松村　史朗

みなみ建築アトリエ 鳴門市撫養町斎田字北浜８５－４第３０宮脇ビル２０１ 南　佳孝

（株）宮建築設計 徳島市福島１－５－６ 宮本　博

宮本構造設計 徳島市佐古八番町６－１０ 宮本　昌司

（株）メック四国 美馬市美馬町字上野４７－１１ 沖崎　英二

森岡設備設計 小松島市中田町字上浜田４２－１ 森岡　英夫

（有）舘建築設計事務所 徳島市新浜町３－１－１７ 樫原　賢治



（株）山岡不動産研究所 徳島市吉野本町３－３３ 山岡　和美

（株）祐和不動産鑑定士事務所 徳島市川内町平石夷野１７６ 阿部　祐一郎

（株）ヨネヅ建設コンサルタント 徳島市応神町古川字日ノ上７－４ 吉田　健治

（株）陸地測量設計 徳島市佐古四番町８－３ 佐山　勝一

理光設計（株） 徳島市佐古一番町６－１１ 張間　栄嗣


