入札参加資格者名簿
【コンサル】

沖縄県
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86000001 日本上下水道設計（株）

村上 雅亮

東京都新宿区富久町６ー８

03-5269-4321

86000002 （株）間瀬コンサルタント

間瀬 哲

東京都世田谷区喜多見九丁目４番７号

03-5438-7655

86000003 （株）綜合技術コンサルタント

柳澤 昭洋

東京都千代田区神田司町２‐７

03-3291-5777

86000004 ヘルムース・オバタ・カッサバウム・インク

棚町 弘志

東京都新宿区津久戸町３‐１１

03-5261-9360

86000005 サンコーコンサルタント（株）

跡部 俊郎

東京都江東区亀戸１ー８ー９

03-3683-7111

86000006 （株）地域科学研究所

木下 光一

大分県大分市東春日町１ー１ ＮＳ大分ビル

097-536-0061

86000007 （株）梓設計

杉谷 文彦

東京都品川区東品川２ー１ー１１

03-6710-0800

86000008 （株）日本構造橋梁研究所

古川 毅

東京都千代田区岩本町３ー８ー１５

03-5825-5121

86000009 （株）三洋コンサルタント

内田 良也

東京都中央区ニ本橋人形町１ー１９ー３

03-3668-9503

86000010 （株）パスコ

目崎 祐史

東京都目黒区東山１ー１ー２

03-3715-2638

86000011 日本物理探鑛（株）

加藤 正男

東京都大田区中馬込２ー２ー１２

03-3774-3211

86000012 （株）共和電業

星 淑夫

東京都調布市調布ケ丘３ー５ー１

042-488-1111

86000013 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）

藤井 秀延

東京都港区虎ノ門５ー１１ー２

03-6733-1020

86000014 オリジナル設計（株）

菅 伸彦

東京都渋谷区元代々木町３０ー１３

03-6757-8800

86000015 （株）日通総合研究所

宮近 清文

東京都港区東新橋１ー９ー３

03-6251-6446

86000016 （株）アール・アイ・エー

宮原 義昭

東京都港区港南２ー１２ー２６

03-575-3751

86000017 （株）日水コン

野村 喜一

東京都新宿区西新宿６ー２２ー１

03-5323-6200

86000018 （株）東京設計事務所

亀田 宏

東京都千代田区霞が関３ー７ー１霞が関東急ビル

03-3580-2751

86000019 日本ジャムコ （株）

渡部 義雄

東京都豊島区南大塚３丁目４３番１２号

03-3989-9661

86000020 （株）ポリテック・エイディディ

小林 晴通

東京都港区芝１ー５ー１２

03-3456-3010

86000021 （株）エコー

伊坂 充

東京都台東区２ー６ー４

03-5828-2183

86000022 昭和（株）

本島 哲也

東京都北区上中里１ー１１ー８

03-5276-8777

86000023 基礎地盤コンサルタンツ（株）

岩崎 公俊

東京都江東区亀戸１ー５ー７

03-6861-8800

86000024 日本海洋測量 （株）

加藤 孝

福岡県北九州市門司区港町７番８号

093-332-3377

86000025 中央復建コンサルタンツ（株）

兼塚 卓也

大阪府大阪市東淀川区東淀川区東中島４ー１１ー１０

06-6160-1139

86000026 日本建設コンサルタント（株）

都丸 徳治

東京都港区新橋６‐１７‐１９

03-5405-3700

86000027 （株）福山コンサルタント

福島 宏治

福岡県福岡市博多区博多駅東３ー６ー１８

092-471-0211

86000028 （株）東京ソイルリサーチ

秋山 友昭

東京都目黒区東が丘２ー１１ー１６

03-3410-7221

86000029 （株） 東亜設計事務所

河上 武

東京都板橋区板橋１‐２１‐７

03-3963-2271

86000030 フジ地中情報（株）

田村 典行

東京都港区海岸３ー２０ー２０

03-6891-6600

86000031 （株）環境デザイン研究所

仙田 順子

東京都港区六本木５ー１２ー２２

03-5575-7171

86000032 （株）日さく

清水 秀郎

埼玉県さいたま市大宮区桜木町４ー１９９ー３

048-644-3911

86000033 中央開発（株）

瀬古 一郎

東京都新宿区西早稲田３ー１３ー５

03-3208-3111

86000034 （株） リオス設計事務所

横谷 義一

大阪府大阪市中央区谷町９丁目１番２２号

06-763-7167

86000035 （株）ゼックス

竹岡 憲治

東京都八王子市川口町１５４０‐１２

0426-59-7585

86000036 フジ地中情報（株）

田村 典行

東京都港区海岸３ー２０ー２０

03-6891-600

86000037 （株）トーニチコンサルタント

川東 光三

東京都渋谷区本町１ー１３ー３

03-3374-3555

86000038 （株）建設企画コンサルタント

河瀬 章貴

大阪府大阪市西区靱本町３‐５‐２５

06-6441-4630

86000039 （株）センク２１

福屋 正嗣

東京都中央区日本橋堀留町２‐１０‐９

03-3667-1009

86000040 （株） 都市計画同人

藤井 英喜

東京都新宿区横寺町５８番地１

03-3267-4147

86000041 いであ（株）

細田 昌広

東京都世田谷区駒沢３ー１５ー１

03-4544-7600

86000042 （株）千代田コンサルタント

猪口 豪

東京都北区西ヶ原３ー５７ー５

03-5907-3731

86000043 （株）日本港湾コンサルタント

熊谷 忠輝

東京都品川区西五反田８ー３ー６

03-5434-5671

86000044 アイドス （有）

井戸 徹

神奈川県横浜市戸塚区汲沢町１３８０番地の６

045-871-8860

86000045 （株）ゼン環境設計

中村 久二

福岡県福岡市中央区赤坂１‐１２‐１５

092-761-0061

86000046 （株）リクチ漏水調査

天野 知光

東京都新宿区中落合３‐２１‐２

03-3954-9225

86000047 （株）ＮＩＰＰＯ

岩田 裕美

東京都中央区京橋１ー１９ー１１

03-3563-6711

86000048 パシフィックコンサルタンツ（株）

高木 茂知

東京都多摩市関戸１ー７ー５

042-372-6300

86000049 アイドールエンジニヤリング（株）

堤 節夫

東京都杉並区梅里１‐７‐７

03-5306-3737

86000050 （株） 総合カイハツセンター

小林 文雄

東京都港区芝大門一丁目３番６号

03-3578-8021

86000051 （株）長大

永冶 泰司

東京都中央区日本橋蛎殻町１ー２０ー４

03-3639-3301

86000052 セントラルコンサルタント（株）

住吉 幸彦

東京都中央区入船１ー４ー１０

03-5117-1061

86000053 （株） 九州トンネル研究所

田中 武

福岡県福岡市博多区博多駅中央街７番２号 博多ＳＳビル

092-434-6170

86000054 （株）愛植物設計事務所

山本 紀久

東京都千代田区猿楽町２ー４ー１１

03-3291-3380

86000055 （株）クレアリア

池田 均

東京都北区豊島８ー４ー１

03-5959-2503

86000056 構造計画コンサルタント（株）

高崎 一郎

東京都豊島区巣鴨３‐３４‐１

03-3918-7100

86000057 （株）協和コンサルタンツ

持山 銀次郎

東京都渋谷区笹塚１ー６２ー１１

03-3376-1205

86000058 クラウンエンジニアリング （株）

斎藤 正樹

東京都港区芝公園２丁目６番１５号

03-3438-1333

86000059 （株）丹青社

青田 嘉光

東京都台東区上野５ー２ー２

03-3836-7220

86000060 プラネックス （株）

平岡 眞喜子

長崎県佐世保市卸本町３０‐１５

0956-34-1830

86000061 日本都市技術（株）

中平 明憲

東京都中央区日本橋浜町３ー２１ー１

03-3668-4161

86000062 （株）不動テトラ

竹原 有二

東京都中央区日本橋小網町７ー２

03-5644-8500

86000063 （株）新農村総合コンサルタンツ

瀧 元男

東京都品川区平塚２ー６ー１３

03-5702-0976

86000064 （株）日本水工コンサルタント

岩田 博文

埼玉県さいたま市浦和区高砂３ー１０ー４

048-836-3590

86000065 内外エンジニアリング（株）

池田 正

京都府京都市南区久世中久世町１ー１４１

075-933-5111

86000066 商工美術 （株）

長谷川 平八郎

東京都目黒区目黒本町２丁目１７番２０号

03-3716-7601

86000067 開発エンジニアリング （株）

青山 正幸

東京都台東区台東１丁目３８番９号

03-3835-2381

86000068 （株）三祐コンサルタンツ

久野 格彦

愛知県名古屋市東区代官町３５ー１６

052-933-7801

86000069 （株）エイアンドティ建築研究所

佐々木 治行

東京都新宿区新宿１‐３４‐８

03-3358-5545

86000070 八千代エンジニヤリング（株）

花岡 憲男

東京都新宿区西落合２ー１８ー１２

03-5906-0700

86000071 日本海洋コンサルタント（株）

今泉 正次

東京都港区芝浦３ー７ー９

03-3451-2100

86000072 五洋建設（株）

村重 芳雄

東京都文京区後楽２‐２‐８

03-3816-7111

86000073 （株）近代設計

島田 芳久

東京都千代田区鍛冶町１ー９ー１６

03-3255-8961

86000074 梶谷エンジニア（株）

梶谷 正孝

東京都渋谷区桜丘町８番１０号

03-3478-3181

