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（株）アーキジオ 代表取締役社長 津嶋　劍星 富山県高岡市西藤平蔵581 測量 県外

（株）アーキジオ 代表取締役社長 津嶋　劍星 富山県高岡市西藤平蔵581 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）アーキジオ 代表取締役社長 津嶋　劍星 富山県高岡市西藤平蔵581 建設コンサル 地質 県外

（株）アーキジオ 代表取締役社長 津嶋　劍星 富山県高岡市西藤平蔵581 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）アーキジオ 代表取締役社長 津嶋　劍星 富山県高岡市西藤平蔵581 地質調査 県外

アース測量設計（株） 代表取締役 吉田　壽賀子 石川県七尾市佐味町ハ部10月40-1 測量 県内

（株）アール・アイ・エー 代表取締役 梅澤　隆 東京都港区港南2-12-26 金沢支社 建築設計 県外

（株）アール・アイ・エー 代表取締役 梅澤　隆 東京都港区港南2-12-26 金沢支社 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）アイエス建築設計事務所 代表取締役社長 飯田　敦子 石川県金沢市松村町ヌ39-9 建築設計 県内

（株）INA新建築研究所 代表取締役社長 加藤　朋行 東京都文京区白山3-1-8 建築設計 県外

（株）INA新建築研究所 代表取締役社長 加藤　朋行 東京都文京区白山3-1-8 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）INA新建築研究所 代表取締役社長 加藤　朋行 東京都文京区白山3-1-8 建設コンサル 建設環境 県外

（株）アクトミヤス 代表取締役 三安　満昭 石川県小松市串茶屋町丙59 建築設計 県内

（株）旭 代表取締役 戸田　充 石川県七尾市松百町2-2-1 測量 県内

（株）旭 代表取締役 戸田　充 石川県七尾市松百町2-2-1 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内

朝日エンヂニヤリング（株） 代表取締役社長 徳野　光弘 石川県金沢市三口新町3-9-6 測量 県内

朝日エンヂニヤリング（株） 代表取締役社長 徳野　光弘 石川県金沢市三口新町3-9-6 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内

朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 測量 県外

朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 建設コンサル 道路 県外

朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 建設コンサル 下水道 県外

朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 建設コンサル 森林土木 県外

朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 建設コンサル 建設環境 県外

朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 補償コンサル 土地調査 県外

朝日航洋（株） 代表取締役社長 尾暮　敏範 東京都江東区新木場4-7-41 富山支店 補償コンサル 物件 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 測量 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 港湾及び空港 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 電力土木 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 道路 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 下水道 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 農業土木 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 森林土木 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 水産土木 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 造園 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 地質 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 土質及び基礎 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル トンネル 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 建設コンサル 建設環境 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 地質調査 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 補償コンサル 土地調査 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

アジア航測（株） 代表取締役 小川　紀一朗 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル 北陸支店 その他 計量証明 音圧レベル 県外

（株）アジル 代表取締役 鳥越　正樹 石川県金沢市駅西新町1-29-9 測量 県内

（株）アジル 代表取締役 鳥越　正樹 石川県金沢市駅西新町1-29-9 建設コンサル 道路 県内

（株）アジル 代表取締役 鳥越　正樹 石川県金沢市駅西新町1-29-9 建設コンサル 下水道 県内

（株）アジル 代表取締役 鳥越　正樹 石川県金沢市駅西新町1-29-9 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内

（株）アスカ設備研究所 代表取締役 宮江　勇治 石川県白山市村井町47-2 建築設計 県内

（株）アメニティ 代表取締役 中市　勝也 石川県珠洲市上戸町南方い-51 造園管理 県内

（株）アメニティ 代表取締役 中市　勝也 石川県珠洲市上戸町南方い-51 その他 県内

（株）アメニテック 代表取締役 窪　正之 石川県金沢市三口町火318 測量 県内

（株）アメニテック 代表取締役 窪　正之 石川県金沢市三口町火318 建設コンサル 道路 県内

アルスコンサルタンツ（株） 代表取締役 瀧上　彰 石川県金沢市古府2-76 測量 県内

アルスコンサルタンツ（株） 代表取締役 瀧上　彰 石川県金沢市古府2-76 建築設計 県内

アルスコンサルタンツ（株） 代表取締役 瀧上　彰 石川県金沢市古府2-76 建設コンサル 道路 県内

アルスコンサルタンツ（株） 代表取締役 瀧上　彰 石川県金沢市古府2-76 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県内

アルスコンサルタンツ（株） 代表取締役 瀧上　彰 石川県金沢市古府2-76 建設コンサル 土質及び基礎 県内

アルスコンサルタンツ（株） 代表取締役 瀧上　彰 石川県金沢市古府2-76 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内

アルスコンサルタンツ（株） 代表取締役 瀧上　彰 石川県金沢市古府2-76 建設コンサル トンネル 県内

アルスコンサルタンツ（株） 代表取締役 瀧上　彰 石川県金沢市古府2-76 地質調査 県内

アルスコンサルタンツ（株） 代表取締役 瀧上　彰 石川県金沢市古府2-76 その他 調査・試験_その他 県内

（株）アルファ―グリーン 代表取締役 大兼政　学 石川県野々市市太平寺1-82-1 造園管理 造園管理 県内

（株）アレックス 代表取締役 東　聡宏 富山県富山市下奥井1-20-6 建築設計 県外

（株）阿波設計事務所 代表取締役 瀬尾　忠治 大阪府大阪市浪速区元町2-2-12 建築設計 県外

（株）安全性研究センター 代表取締役 金森　洋平 富山県富山市興人町2-62 その他 計量証明 濃度 県外

（株）安全性研究センター 代表取締役 金森　洋平 富山県富山市興人町2-62 その他 計量証明 音圧レベル 県外
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（株）安全性研究センター 代表取締役 金森　洋平 富山県富山市興人町2-62 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

（株）イ・エス・エス 代表取締役 西谷　保 東京都文京区小石川1-1-17 建設コンサル 電気電子 県外

石川県土地改良事業団体連合会 会長 西村　徹 石川県金沢市古府1-197 石川県土地改良事業団体連合会 測量 県内

石川県土地改良事業団体連合会 会長 西村　徹 石川県金沢市古府1-197 石川県土地改良事業団体連合会 建設コンサル 農業土木 県内

石川都市開発（株） 代表取締役 滝川　与志輝 石川県七尾市本府中町ワ-2-1 測量 県内

石川都市開発（株） 代表取締役 滝川　与志輝 石川県七尾市本府中町ワ-2-1 補償コンサル 土地調査 県内

（株）石本建築事務所 代表取締役社長 長尾　昌高 東京都千代田区九段南4-6-12 名古屋オフィス 建築設計 県外

（株）石本建築事務所 代表取締役社長 長尾　昌高 東京都千代田区九段南4-6-12 名古屋オフィス 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（一財）漁港漁場漁村総合研究所 理事長 髙吉　晋吾 東京都千代田区岩本町3-4-6　トナカイタワーズビル 建築設計 県外

（一財）漁港漁場漁村総合研究所 理事長 髙吉　晋吾 東京都千代田区岩本町3-4-6　トナカイタワーズビル 建設コンサル 水産土木 県外

（一財）経済調査会 代表理事 田口　学 東京都港区新橋6-17-15 北陸支部　金沢事務所 建設コンサル 下水道 県外

（一財）経済調査会 代表理事 田口　学 東京都港区新橋6-17-15 北陸支部　金沢事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（一財）経済調査会 代表理事 田口　学 東京都港区新橋6-17-15 北陸支部　金沢事務所 建設コンサル トンネル 県外

（一財）経済調査会 代表理事 田口　学 東京都港区新橋6-17-15 北陸支部　金沢事務所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（一財）日本環境衛生センター 理事長 南川　秀樹 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6 建設コンサル 廃棄物 県外

（一財）日本気象協会 代表理事会長 春田　謙 東京都豊島区東池袋3-1-1 北陸支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（一財）日本気象協会 代表理事会長 春田　謙 東京都豊島区東池袋3-1-1 北陸支店 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（一財）日本気象協会 代表理事会長 春田　謙 東京都豊島区東池袋3-1-1 北陸支店 建設コンサル 道路 県外

（一財）日本気象協会 代表理事会長 春田　謙 東京都豊島区東池袋3-1-1 北陸支店 建設コンサル 農業土木 県外

（一財）日本気象協会 代表理事会長 春田　謙 東京都豊島区東池袋3-1-1 北陸支店 建設コンサル 建設環境 県外

（一財）日本気象協会 代表理事会長 春田　謙 東京都豊島区東池袋3-1-1 北陸支店 建設コンサル 廃棄物 県外

（一財）日本気象協会 代表理事会長 春田　謙 東京都豊島区東池袋3-1-1 北陸支店 その他 計量証明 音圧レベル 県外

（一財）日本気象協会 代表理事会長 春田　謙 東京都豊島区東池袋3-1-1 北陸支店 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

（一財）日本気象協会 代表理事会長 春田　謙 東京都豊島区東池袋3-1-1 北陸支店 その他 計量証明 大気中の物質の濃度 県外

（一財）日本気象協会 代表理事会長 春田　謙 東京都豊島区東池袋3-1-1 北陸支店 その他 計量証明 水又は土壌中の物質の濃度 県外

（一財）北陸保健衛生研究所 理事長 北元　洋太 石川県金沢市太陽が丘3-1-2 その他 計量証明 濃度 県内

（一財）北陸保健衛生研究所 理事長 北元　洋太 石川県金沢市太陽が丘3-1-2 その他 調査・試験_その他 水質検査 県内

（一財）北陸保健衛生研究所 理事長 北元　洋太 石川県金沢市太陽が丘3-1-2 その他 調査・試験_その他 簡易水道検査 県内

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 測量 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建設コンサル 道路 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建設コンサル 下水道 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建設コンサル 農業土木 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建設コンサル 水産土木 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建設コンサル 地質 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建設コンサル トンネル 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建設コンサル 建設環境 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建設コンサル 廃棄物 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 建築設計 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 地質調査 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 その他 計量証明 濃度 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 その他 計量証明 音圧レベル 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

いであ（株） 代表取締役社長 田畑　彰久 東京都世田谷区駒沢3-15-1 金沢営業所 その他 調査・試験_その他 気象等予報業務 県外

（株）伊藤喜三郎建築研究所 代表取締役社長 原　勇次 東京都豊島区高田2-17-22 建築設計 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 測量 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 建設コンサル 道路 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 建設コンサル 農業土木 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 建設コンサル 森林土木 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 補償コンサル 土地調査 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 補償コンサル 物件 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 補償コンサル 機械工作物 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 補償コンサル 事業損失 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 補償コンサル 補償関連 県外

（株）イビソク 代表取締役 森　允 岐阜県大垣市築捨町3-102 北陸支店 補償コンサル 土地評価 県外

（有）宇枝設計室 取締役 宇枝　敏夫 石川県金沢市高尾2-192-2 建築設計 県内

（有）ウッドサークル 代表取締役 中田　英史 東京都中央区日本橋人形町2-16-2-4 建築設計 県外

（有）ウッドサークル 代表取締役 中田　英史 東京都中央区日本橋人形町2-16-2-4 その他 調査・試験_その他 文化財（歴史的建造物・史跡）整備関連 県外

（株）浦建築研究所 代表取締役 浦　淳 石川県金沢市本多町3-11-1 建築設計 県内
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（株）浦設備研究所 代表取締役 浦　淳 石川県金沢市本多町3-11-1 建築設計 県内

（株）エイ・テック 代表取締役 谷口　謙一郎 富山県高岡市オフィスパーク12 金沢営業所 測量 県外

（株）エイ・テック 代表取締役 谷口　謙一郎 富山県高岡市オフィスパーク12 金沢営業所 その他 調査・試験_その他 文化財調査・航空写真撮影 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 測量 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 道路 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 下水道 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 農業土木 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 森林土木 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 水産土木 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 造園 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 地質 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル トンネル 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 電気電子 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 廃棄物 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建設コンサル 鉄道 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 補償コンサル 土地調査 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 補償コンサル 土地評価 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 補償コンサル 物件 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 補償コンサル 機械工作物 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 補償コンサル 事業損失 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 補償コンサル 補償関連 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 補償コンサル 総合補償 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 地質調査 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 その他 調査・試験_その他 特定労働者派遣事業 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 その他 計量証明 音圧レベル 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

（株）エイト日本技術開発 代表取締役 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21 金沢営業所 建築設計 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 測量 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建築設計 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建設コンサル 道路 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建設コンサル 鉄道 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建設コンサル 下水道 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建設コンサル 農業土木 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建設コンサル 地質 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建設コンサル トンネル 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 地質調査 県外

（株）エース 代表取締役 松川　統久 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205 石川営業所 補償コンサル 土地調査 県外

エーブルコンサルタンツ（株） 代表取締役 長　依夫 石川県白山市村井町33-1 測量 県内

エーブルコンサルタンツ（株） 代表取締役 長　依夫 石川県白山市村井町33-1 建設コンサル 農業土木 県内

（株）エオネックス 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 測量 県内

（株）エオネックス 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 建設コンサル 地質 県内

（株）エオネックス 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 建設コンサル 土質及び基礎 県内

（株）エオネックス 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 建設コンサル 建設環境 県内

（株）エオネックス 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 地質調査 県内

（株）エオネックス 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 その他 計量証明 濃度 県内

（株）エオネックス 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 その他 計量証明 音圧レベル 県内

（株）エオネックス 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 その他 計量証明 振動加速度レベル 県内

（株）エスビイデー 代表取締役 皆川　祥(ネ→示)子 栃木県小山市中央町3-5-4　さかなやビル2階 北陸営業所 建設コンサル 電気電子 県外

（株）エヌアンドピィアーキテクツ 代表取締役 出口　広行 石川県金沢市近岡町854 建築設計 県内

エヌエス環境（株） 代表取締役 須磨　重孝 東京都港区芝公園1-2-9 北陸支店 測量 県外

エヌエス環境（株） 代表取締役 須磨　重孝 東京都港区芝公園1-2-9 北陸支店 建築設計 県外

エヌエス環境（株） 代表取締役 須磨　重孝 東京都港区芝公園1-2-9 北陸支店 地質調査 県外

エヌエス環境（株） 代表取締役 須磨　重孝 東京都港区芝公園1-2-9 北陸支店 建設コンサル 地質 県外

エヌエス環境（株） 代表取締役 須磨　重孝 東京都港区芝公園1-2-9 北陸支店 建設コンサル 建設環境 県外
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エヌエス環境（株） 代表取締役 須磨　重孝 東京都港区芝公園1-2-9 北陸支店 建設コンサル 廃棄物 県外

エヌエス環境（株） 代表取締役 須磨　重孝 東京都港区芝公園1-2-9 北陸支店 その他 計量証明 音圧レベル 県外

エヌエス環境（株） 代表取締役 須磨　重孝 東京都港区芝公園1-2-9 北陸支店 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

エヌエス環境（株） 代表取締役 須磨　重孝 東京都港区芝公園1-2-9 北陸支店 その他 計量証明 大気中の物質の濃度 県外

エヌエス環境（株） 代表取締役 須磨　重孝 東京都港区芝公園1-2-9 北陸支店 その他 計量証明 水又は土壌中の物質の濃度 県外

エヌエス環境（株） 代表取締役 須磨　重孝 東京都港区芝公園1-2-9 北陸支店 その他 計量証明 水又は土壌中のダイオキシン類の濃度 県外

エヌエス環境（株） 代表取締役 須磨　重孝 東京都港区芝公園1-2-9 北陸支店 その他 計量証明 大気中のダイオキシン類の濃度 県外

エヌエス環境（株） 代表取締役 須磨　重孝 東京都港区芝公園1-2-9 北陸支店 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

（株）ＮＪＳ 代表取締役社長 村上　雅亮 東京都港区芝浦1-1-1 北陸事務所 測量 県外

（株）ＮＪＳ 代表取締役社長 村上　雅亮 東京都港区芝浦1-1-1 北陸事務所 建築設計 県外

（株）ＮＪＳ 代表取締役社長 村上　雅亮 東京都港区芝浦1-1-1 北陸事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）ＮＪＳ 代表取締役社長 村上　雅亮 東京都港区芝浦1-1-1 北陸事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）ＮＪＳ 代表取締役社長 村上　雅亮 東京都港区芝浦1-1-1 北陸事務所 建設コンサル 下水道 県外

（株）ＮＪＳ 代表取締役社長 村上　雅亮 東京都港区芝浦1-1-1 北陸事務所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）ＮＪＳ 代表取締役社長 村上　雅亮 東京都港区芝浦1-1-1 北陸事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）ＮＪＳ 代表取締役社長 村上　雅亮 東京都港区芝浦1-1-1 北陸事務所 建設コンサル トンネル 県外

（株）ＮＪＳ 代表取締役社長 村上　雅亮 東京都港区芝浦1-1-1 北陸事務所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）ＮＪＳ 代表取締役社長 村上　雅亮 東京都港区芝浦1-1-1 北陸事務所 建設コンサル 電気電子 県外

（株）ＮＪＳ 代表取締役社長 村上　雅亮 東京都港区芝浦1-1-1 北陸事務所 建設コンサル 廃棄物 県外

（株）ＮＪＳ 代表取締役社長 村上　雅亮 東京都港区芝浦1-1-1 北陸事務所 地質調査 県外

（株）ＮＪＳ 代表取締役社長 村上　雅亮 東京都港区芝浦1-1-1 北陸事務所 補償コンサル 土地調査 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 測量 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建築設計 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル 電力土木 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル 道路 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル 下水道 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル 農業土木 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル 造園 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル 地質 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル トンネル 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 建設コンサル 建設環境 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 地質調査 県外

ＮＴＣコンサルタンツ（株） 代表取締役社長 大村　仁 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 金沢営業所 補償コンサル 土地調査 県外

（株）エフウォーターマネジメント 代表取締役 岡本　伸康 滋賀県大津市中央1-6-11 石川事務所 測量 県外

（株）エフウォーターマネジメント 代表取締役 岡本　伸康 滋賀県大津市中央1-6-11 石川事務所 建築設計 県外

（株）エフウォーターマネジメント 代表取締役 岡本　伸康 滋賀県大津市中央1-6-11 石川事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）エフウォーターマネジメント 代表取締役 岡本　伸康 滋賀県大津市中央1-6-11 石川事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）エフウォーターマネジメント 代表取締役 岡本　伸康 滋賀県大津市中央1-6-11 石川事務所 建設コンサル 下水道 県外

（株）エフウォーターマネジメント 代表取締役 岡本　伸康 滋賀県大津市中央1-6-11 石川事務所 建設コンサル 農業土木 県外

（株）エフウォーターマネジメント 代表取締役 岡本　伸康 滋賀県大津市中央1-6-11 石川事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）エフウォーターマネジメント 代表取締役 岡本　伸康 滋賀県大津市中央1-6-11 石川事務所 建設コンサル 電気電子 県外

（株）エフウォーターマネジメント 代表取締役 岡本　伸康 滋賀県大津市中央1-6-11 石川事務所 補償コンサル 土地調査 県外

（株）エフウォーターマネジメント 代表取締役 岡本　伸康 滋賀県大津市中央1-6-11 石川事務所 地質調査 県外

（株）エフウォーターマネジメント 代表取締役 岡本　伸康 滋賀県大津市中央1-6-11 石川事務所 その他 計量証明 濃度 県外

（有）エポック開発 代表取締役 中山　充司 石川県小松市川辺町3-5 測量 県内

（株）遠藤克彦建築研究所 代表取締役 遠藤　克彦 東京都港区浜松町1-9-11 大鵬ビル4F 建築設計 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 測量 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル 道路 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル 下水道 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル 農業土木 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル 森林土木 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル 地質 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル トンネル 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル 建設環境 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル 電気電子 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 建設コンサル 廃棄物 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 地質調査 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

応用地質（株） 代表取締役 成田　賢 東京都千代田区神田美土代町7 金沢営業所 その他 計量証明 濃度 県外
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（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 測量 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 建築設計 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 建設コンサル 道路 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 建設コンサル 下水道 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 建設コンサル 造園 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 建設コンサル 地質 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 建設コンサル 建設環境 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 建設コンサル 廃棄物 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 地質調査 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 補償コンサル 土地調査 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 補償コンサル 土地評価 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 補償コンサル 物件 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 補償コンサル 機械工作物 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 補償コンサル 事業損失 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 補償コンサル 補償関連 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 補償コンサル 総合補償 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 その他 計量証明 音圧レベル 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

（株）オオバ 代表取締役 辻本　茂 東京都千代田区神田錦町3-7-1 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

（有）オオハタ建築研究所 代表取締役 大畑　清隆 石川県金沢市直江北1-19 建築設計 県内

（株）大屋設計 代表取締役 大屋　修 石川県金沢市泉本町2-161 建築設計 県内

（株）大屋設備 代表取締役 大屋　謙二 石川県金沢市泉本町2-161 建築設計 県内

（株）押田建築設計事務所 代表取締役社長 押田　洋治 富山県富山市丸の内3-4-16 建築設計 県外

（株）織田設計 代表取締役 織田　英也 石川県金沢市横川7-50 建築設計 県内

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 測量 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 道路 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 鉄道 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 下水道 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 農業土木 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 森林土木 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 水産土木 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 造園 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 地質 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル トンネル 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 建設環境 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 建設コンサル 電気電子 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 地質調査 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 補償コンサル 物件 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 補償コンサル 事業損失 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 その他 計量証明 音圧レベル 県外

（株）オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎　秀則 東京都渋谷区本町3-12-1 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

オリジナル設計（株） 代表取締役社長 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町30-13 石川事務所 測量 県外

オリジナル設計（株） 代表取締役社長 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町30-13 石川事務所 建築設計 県外

オリジナル設計（株） 代表取締役社長 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町30-13 石川事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

オリジナル設計（株） 代表取締役社長 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町30-13 石川事務所 建設コンサル 電力土木 県外

オリジナル設計（株） 代表取締役社長 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町30-13 石川事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

オリジナル設計（株） 代表取締役社長 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町30-13 石川事務所 建設コンサル 下水道 県外

オリジナル設計（株） 代表取締役社長 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町30-13 石川事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

オリジナル設計（株） 代表取締役社長 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町30-13 石川事務所 建設コンサル 建設環境 県外

オリジナル設計（株） 代表取締役社長 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町30-13 石川事務所 建設コンサル 電気電子 県外

オリジナル設計（株） 代表取締役社長 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町30-13 石川事務所 地質調査 県外

（株）オリス 代表取締役 山名　健夫 新潟県新潟市中央区鳥屋野310 富山支店 測量 県外

（株）オリス 代表取締役 山名　健夫 新潟県新潟市中央区鳥屋野310 富山支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）オリス 代表取締役 山名　健夫 新潟県新潟市中央区鳥屋野310 富山支店 建設コンサル 道路 県外

（株）オリス 代表取締役 山名　健夫 新潟県新潟市中央区鳥屋野310 富山支店 補償コンサル 土地調査 県外

（株）オリス 代表取締役 山名　健夫 新潟県新潟市中央区鳥屋野310 富山支店 補償コンサル 物件 県外

（株）オリス 代表取締役 山名　健夫 新潟県新潟市中央区鳥屋野310 富山支店 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

（株）オリス 代表取締役 山名　健夫 新潟県新潟市中央区鳥屋野310 富山支店 補償コンサル 事業損失 県外
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（株）オリス 代表取締役 山名　健夫 新潟県新潟市中央区鳥屋野310 富山支店 補償コンサル 補償関連 県外

（株）オリンピアコンサルタント 代表取締役 長瀬　功一 岐阜県大垣市小野4-40-1 石川営業所 測量 県外

（株）オリンピアコンサルタント 代表取締役 長瀬　功一 岐阜県大垣市小野4-40-1 石川営業所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）オリンピアコンサルタント 代表取締役 長瀬　功一 岐阜県大垣市小野4-40-1 石川営業所 建設コンサル 下水道 県外

（株）カナイワ 代表取締役 普輪崎　賢彦 石川県金沢市神田2-9-19 測量 県内

（株）カナイワ 代表取締役 普輪崎　賢彦 石川県金沢市神田2-9-19 地質調査 県内

（株）金沢環境サービス公社 代表取締役 平嶋　進 石川県金沢市御影町23-10 その他 計量証明 振動加速度レベル 県内

（株）金沢環境サービス公社 代表取締役 平嶋　進 石川県金沢市御影町23-10 その他 計量証明 濃度 県内

（株）金沢環境サービス公社 代表取締役 平嶋　進 石川県金沢市御影町23-10 その他 計量証明 音圧レベル 県内

（株）金沢計画研究所 代表取締役 水野　孝子 石川県金沢市西泉1-66-1　スプリングポイント6階 建築設計 県内

（株）加能技研 代表取締役 東　浩二 石川県金沢市森戸2-185 測量 県内

（株）加能技研 代表取締役 東　浩二 石川県金沢市森戸2-185 建設コンサル 道路 県内

（株）加能技研 代表取締役 東　浩二 石川県金沢市森戸2-185 建設コンサル 建設環境 県内

川崎地質（株） 代表取締役社長 栃本　泰浩 東京都港区三田2-11-15 北陸支店 測量 県外

川崎地質（株） 代表取締役社長 栃本　泰浩 東京都港区三田2-11-15 北陸支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

川崎地質（株） 代表取締役社長 栃本　泰浩 東京都港区三田2-11-15 北陸支店 建設コンサル 港湾及び空港 県外

川崎地質（株） 代表取締役社長 栃本　泰浩 東京都港区三田2-11-15 北陸支店 建設コンサル 道路 県外

川崎地質（株） 代表取締役社長 栃本　泰浩 東京都港区三田2-11-15 北陸支店 建設コンサル 下水道 県外

川崎地質（株） 代表取締役社長 栃本　泰浩 東京都港区三田2-11-15 北陸支店 建設コンサル 農業土木 県外

川崎地質（株） 代表取締役社長 栃本　泰浩 東京都港区三田2-11-15 北陸支店 建設コンサル 森林土木 県外

川崎地質（株） 代表取締役社長 栃本　泰浩 東京都港区三田2-11-15 北陸支店 建設コンサル 地質 県外

川崎地質（株） 代表取締役社長 栃本　泰浩 東京都港区三田2-11-15 北陸支店 建設コンサル 土質及び基礎 県外

川崎地質（株） 代表取締役社長 栃本　泰浩 東京都港区三田2-11-15 北陸支店 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

川崎地質（株） 代表取締役社長 栃本　泰浩 東京都港区三田2-11-15 北陸支店 建設コンサル トンネル 県外

川崎地質（株） 代表取締役社長 栃本　泰浩 東京都港区三田2-11-15 北陸支店 建設コンサル 建設環境 県外

川崎地質（株） 代表取締役社長 栃本　泰浩 東京都港区三田2-11-15 北陸支店 地質調査 県外

（株）環境技術研究所 代表取締役 篠田　公平 大阪市西区阿波座1-3-15　JEI西本町ビル8階 建築設計 県外

（株）環境技術研究所 代表取締役 篠田　公平 大阪市西区阿波座1-3-15　JEI西本町ビル8階 建設コンサル 下水道 県外

（株）環境技術研究所 代表取締役 篠田　公平 大阪市西区阿波座1-3-15　JEI西本町ビル8階 建設コンサル 廃棄物 県外

（株）環境公害研究センター 代表取締役社長 中田　憲幸 石川県金沢市金石北3-13-17 建設コンサル 農業土木 県内

（株）環境公害研究センター 代表取締役社長 中田　憲幸 石川県金沢市金石北3-13-17 建設コンサル 建設環境 県内

（株）環境公害研究センター 代表取締役社長 中田　憲幸 石川県金沢市金石北3-13-17 その他 計量証明 濃度 県内

（株）環境公害研究センター 代表取締役社長 中田　憲幸 石川県金沢市金石北3-13-17 その他 計量証明 音圧レベル 県内

（株）環境公害研究センター 代表取締役社長 中田　憲幸 石川県金沢市金石北3-13-17 その他 計量証明 振動加速度レベル 県内

（株）環境公害研究センター 代表取締役社長 中田　憲幸 石川県金沢市金石北3-13-17 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県内

（株）環境事業計画研究所 代表取締役 吉村　龍二 京都府京都市上京区多門町440-6 建設コンサル 造園 県外

（株）環境日本海サービス公社 代表取締役 浦部　隆博 石川県七尾市昭和町61 その他 計量証明 濃度 県内

（株）環境日本海サービス公社 代表取締役 浦部　隆博 石川県七尾市昭和町61 その他 計量証明 振動加速度レベル 県内

（株）環境日本海サービス公社 代表取締役 浦部　隆博 石川県七尾市昭和町61 その他 計量証明 音圧レベル 県内

関西技術コンサルタント（株） 代表取締役 梅垣　亨 大阪府茨木市上中条2-10-27 北陸事務所 測量 県外

関西技術コンサルタント（株） 代表取締役 梅垣　亨 大阪府茨木市上中条2-10-27 北陸事務所 建築設計 県外

関西技術コンサルタント（株） 代表取締役 梅垣　亨 大阪府茨木市上中条2-10-27 北陸事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

関西技術コンサルタント（株） 代表取締役 梅垣　亨 大阪府茨木市上中条2-10-27 北陸事務所 建設コンサル 下水道 県外

関西技術コンサルタント（株） 代表取締役 梅垣　亨 大阪府茨木市上中条2-10-27 北陸事務所 建設コンサル 電気電子 県外

関西技術コンサルタント（株） 代表取締役 梅垣　亨 大阪府茨木市上中条2-10-27 北陸事務所 地質調査 県外

（株）管総研 代表取締役社長 川久保　知一 兵庫県尼崎市浜1-1-1 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）岸グリーンサービス 代表取締役 岸　省悟 石川県加賀市新保町カ33 能登営業所 造園管理 造園管理 県内

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 測量 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 地質調査 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 建設コンサル 道路 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 建設コンサル 下水道 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 建設コンサル 農業土木 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 建設コンサル 水産土木 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 建設コンサル 地質 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 建設コンサル トンネル 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 建設コンサル 建設環境 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 建設コンサル 森林土木 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 補償コンサル 土地調査 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 その他 計量証明 濃度 県外

基礎地盤コンサルタンツ（株） 代表取締役 柳浦　良行 東京都江東区亀戸1-5-7 金沢事務所 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 測量 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 建築設計 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 建設コンサル 道路 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 建設コンサル 下水道 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 建設コンサル 農業土木 県外
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キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 建設コンサル 造園 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 建設コンサル 地質 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 建設コンサル 建設環境 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 建設コンサル 廃棄物 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 地質調査 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 補償コンサル 土地調査 県外

キタイ設計（株） 代表取締役 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030 北陸事務所 補償コンサル 物件 県外

（株）北日本ジオグラフィ 代表取締役 磯野　秀和 石川県金沢市浅野本町2-2-5 測量 県内

（株）北日本ジオグラフィ 代表取締役 磯野　秀和 石川県金沢市浅野本町2-2-5 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県内

（株）北日本ジオグラフィ 代表取締役 磯野　秀和 石川県金沢市浅野本町2-2-5 補償コンサル 土地調査 県内

（株）教育施設研究所 代表取締役 飯田　順一 東京都中央区日本橋本町3-4-7 大阪事務所 建築設計 県外

（株）共同設計 代表取締役 音場　章生 石川県金沢市森戸1-60-1 測量 県内

（株）共同設計 代表取締役 音場　章生 石川県金沢市森戸1-60-1 建築設計 県内

（株）共同設計 代表取締役 音場　章生 石川県金沢市森戸1-60-1 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県内

（株）共同設計 代表取締役 音場　章生 石川県金沢市森戸1-60-1 建設コンサル 道路 県内

（株）共同設計 代表取締役 音場　章生 石川県金沢市森戸1-60-1 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県内

（株）共同設計 代表取締役 音場　章生 石川県金沢市森戸1-60-1 建設コンサル 下水道 県内

（株）共同設計 代表取締役 音場　章生 石川県金沢市森戸1-60-1 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内

共同設計（株） 代表取締役 飯田　精三 大阪府大阪市北区西天満5-10-14 建築設計 県外

共同設計（株） 代表取締役 飯田　精三 大阪府大阪市北区西天満5-10-14 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 測量 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 建築設計 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 建設コンサル 道路 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 建設コンサル 下水道 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 建設コンサル 造園 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 建設コンサル トンネル 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 建設コンサル 電気電子 県外

（株）協和コンサルタンツ 代表取締役 山本　満 東京都渋谷区笹塚1-62-11 中部営業所 地質調査 県外

銀扇産業（株） 代表取締役 石川　邦夫 石川県金沢市駅西本町2-10-23 その他 建設工事の施工に付随する試験、調査等 防災無線関係設計 県内

（株）グリーン 代表取締役 坂野　俊紀 石川県金沢市乙丸町甲141 測量 県内

（株）グリーン 代表取締役 坂野　俊紀 石川県金沢市乙丸町甲141 建築設計 県内

（株）グリーン 代表取締役 坂野　俊紀 石川県金沢市乙丸町甲141 建設コンサル 道路 県内

（株）グリーン 代表取締役 坂野　俊紀 石川県金沢市乙丸町甲141 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県内

（株）グリーン 代表取締役 坂野　俊紀 石川県金沢市乙丸町甲141 建設コンサル 下水道 県内

（株）グリーン 代表取締役 坂野　俊紀 石川県金沢市乙丸町甲141 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県内

（株）グリーン 代表取締役 坂野　俊紀 石川県金沢市乙丸町甲141 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内

（株）グリーン 代表取締役 坂野　俊紀 石川県金沢市乙丸町甲141 建設コンサル 建設環境 県内

（株）計画情報研究所 代表取締役 安江　雪菜 石川県金沢市駅西本町2-10-6 測量 県内

（株）計画情報研究所 代表取締役 安江　雪菜 石川県金沢市駅西本町2-10-6 建設コンサル 道路 県内

（株）計画情報研究所 代表取締役 安江　雪菜 石川県金沢市駅西本町2-10-6 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県内

（株）計画情報研究所 代表取締役 安江　雪菜 石川県金沢市駅西本町2-10-6 建築設計 県内

（株）計画情報研究所 代表取締役 安江　雪菜 石川県金沢市駅西本町2-10-6 その他 その他（建設工事関係） 県内

（株）建設環境研究所 代表取締役社長 富田　邦裕 東京都豊島区東池袋2-23-2 測量 県外

（株）建設環境研究所 代表取締役社長 富田　邦裕 東京都豊島区東池袋2-23-2 建築設計 県外

（株）建設環境研究所 代表取締役社長 富田　邦裕 東京都豊島区東池袋2-23-2 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）建設環境研究所 代表取締役社長 富田　邦裕 東京都豊島区東池袋2-23-2 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（株）建設環境研究所 代表取締役社長 富田　邦裕 東京都豊島区東池袋2-23-2 建設コンサル 道路 県外

（株）建設環境研究所 代表取締役社長 富田　邦裕 東京都豊島区東池袋2-23-2 建設コンサル 造園 県外

（株）建設環境研究所 代表取締役社長 富田　邦裕 東京都豊島区東池袋2-23-2 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）建設環境研究所 代表取締役社長 富田　邦裕 東京都豊島区東池袋2-23-2 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）建設環境研究所 代表取締役社長 富田　邦裕 東京都豊島区東池袋2-23-2 建設コンサル 建設環境 県外

（株）建設環境研究所 代表取締役社長 富田　邦裕 東京都豊島区東池袋2-23-2 地質調査 県外

（株）建設環境研究所 代表取締役社長 富田　邦裕 東京都豊島区東池袋2-23-2 その他 計量証明 濃度 県外

（株）建設環境研究所 代表取締役社長 富田　邦裕 東京都豊島区東池袋2-23-2 その他 計量証明 音圧レベル 県外

（株）建設環境研究所 代表取締役社長 富田　邦裕 東京都豊島区東池袋2-23-2 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 測量 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建築設計 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 電力土木 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 道路 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 鉄道 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外
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（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 下水道 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 農業土木 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 森林土木 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 水産土木 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 造園 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 地質 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル トンネル 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 機械 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 電気電子 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 建設コンサル 廃棄物 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 地質調査 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 補償コンサル 補償関連 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 その他 計量証明 濃度 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

（株）建設技術研究所 代表取締役社長 中村　哲己 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 金沢事務所 その他 調査・試験_その他 気象等予報業務 県外

（株）五井建築研究所 代表取締役 喜多　孝之 石川県金沢市問屋町2-1 建築設計 県内

興信工業（株） 代表取締役 室谷　信子 石川県鳳珠郡能登町字時長45-65 建設コンサル 地質 県内

興信工業（株） 代表取締役 室谷　信子 石川県鳳珠郡能登町字時長45-65 地質調査 県内

（株）構造技研新潟 代表取締役社長 岩澤　弘和 新潟県新潟市中央区長潟1204-2 測量 県外

（株）構造技研新潟 代表取締役社長 岩澤　弘和 新潟県新潟市中央区長潟1204-2 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）構造技研新潟 代表取締役社長 岩澤　弘和 新潟県新潟市中央区長潟1204-2 建設コンサル 道路 県外

（株）構造技研新潟 代表取締役社長 岩澤　弘和 新潟県新潟市中央区長潟1204-2 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）構造技研新潟 代表取締役社長 岩澤　弘和 新潟県新潟市中央区長潟1204-2 地質調査 県外

鵠巣園芸センター 代表 酒谷　伸彦 輪島市大野町鶴ヶ池10-1 造園管理 造園管理 市内

（株）興和 代表取締役 池野　正志 新潟県新潟市中央区新光町6-1 北陸支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）興和 代表取締役 池野　正志 新潟県新潟市中央区新光町6-1 北陸支店 建設コンサル 道路 県外

（株）興和 代表取締役 池野　正志 新潟県新潟市中央区新光町6-1 北陸支店 建設コンサル 地質 県外

（株）興和 代表取締役 池野　正志 新潟県新潟市中央区新光町6-1 北陸支店 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）興和 代表取締役 池野　正志 新潟県新潟市中央区新光町6-1 北陸支店 建設コンサル 機械 県外

（株）興和 代表取締役 池野　正志 新潟県新潟市中央区新光町6-1 北陸支店 地質調査 県外

国際地研（株） 代表取締役 松村　徹 石川県金沢市諸江町下丁428 地質調査 県内

国土情報開発（株） 代表取締役社長 羽田　寛 東京都世田谷区池尻2-7-3 測量 県外

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 測量 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建築設計 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建設コンサル 港湾及び空港 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建設コンサル 道路 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建設コンサル 下水道 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建設コンサル 農業土木 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建設コンサル 森林土木 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建設コンサル 造園 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建設コンサル 土質及び基礎 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建設コンサル トンネル 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 建設コンサル 建設環境 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 地質調査 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 補償コンサル 土地調査 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 補償コンサル 土地評価 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 補償コンサル 物件 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 補償コンサル 機械工作物 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 補償コンサル 事業損失 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 補償コンサル 補償関連 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 補償コンサル 総合補償 県内

（株）国土開発センター 代表取締役 新家　久司 石川県金沢市寺町3-9-41 その他 調査・試験_その他 土壌汚染状況調査 県内

五大開発（株） 代表取締役社長 石川　智英 石川県金沢市黒田1-35 測量 県内

五大開発（株） 代表取締役社長 石川　智英 石川県金沢市黒田1-35 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県内

五大開発（株） 代表取締役社長 石川　智英 石川県金沢市黒田1-35 建設コンサル 道路 県内

五大開発（株） 代表取締役社長 石川　智英 石川県金沢市黒田1-35 建設コンサル 下水道 県内

五大開発（株） 代表取締役社長 石川　智英 石川県金沢市黒田1-35 建設コンサル 土質及び基礎 県内

五大開発（株） 代表取締役社長 石川　智英 石川県金沢市黒田1-35 地質調査 県内

（有）小林吉則建築計画室 代表取締役 小林　吉則 石川県金沢市三口新町1-12-10　メゾン伊藤301号室 建築設計 県内

（株）コム計画研究所 代表取締役 髙田　昇 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1-6-3 建築設計 県外

（株）五洋設備事務所 代表取締役 高田　宏之 石川県金沢市藤江南1-25 建築設計 県内
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（株）サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤　士朗 東京都荒川区西日暮里2-40-10 名古屋事務所 建設コンサル 道路 県外

（株）サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤　士朗 東京都荒川区西日暮里2-40-10 名古屋事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

ＳＡＱＬＡＳ（株） 代表取締役 出口　英樹 石川県野々市市本町2-9-2 測量 県内

ＳＡＱＬＡＳ（株） 代表取締役 出口　英樹 石川県野々市市本町2-9-2 建設コンサル 下水道 県内

ＳＡＱＬＡＳ（株） 代表取締役 出口　英樹 石川県野々市市本町2-9-2 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県内

ＳＡＱＬＡＳ（株） 代表取締役 出口　英樹 石川県野々市市本町2-9-2 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内

（株）佐藤総合計画 代表取締役 細田　雅春 東京都墨田区横綱2-10-12 建築設計 県外

（株）佐藤総合計画 代表取締役 細田　雅春 東京都墨田区横綱2-10-12 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 測量 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建築設計 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル 港湾及び空港 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル 道路 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル 下水道 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル 造園 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル 地質 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル 土質及び基礎 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル トンネル 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル 建設環境 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル 機械 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 建設コンサル 電気電子 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 地質調査 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 補償コンサル 土地調査 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 補償コンサル 物件 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 補償コンサル 機械工作物 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 補償コンサル 事業損失 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 補償コンサル 補償関連 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 その他 計量証明 音圧レベル 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

サンコーコンサルタント（株） 代表取締役社長 野村　秀行 東京都江東区亀戸1-8-9 北陸支店 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

（株）三水コンサルタント 代表取締役社長 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島6-2-40 北陸事務所 測量 県外

（株）三水コンサルタント 代表取締役社長 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島6-2-40 北陸事務所 建築設計 県外

（株）三水コンサルタント 代表取締役社長 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島6-2-40 北陸事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）三水コンサルタント 代表取締役社長 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島6-2-40 北陸事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）三水コンサルタント 代表取締役社長 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島6-2-40 北陸事務所 建設コンサル 下水道 県外

（株）三水コンサルタント 代表取締役社長 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島6-2-40 北陸事務所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）三水コンサルタント 代表取締役社長 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島6-2-40 北陸事務所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）三水コンサルタント 代表取締役社長 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島6-2-40 北陸事務所 建設コンサル 機械 県外

（株）三水コンサルタント 代表取締役社長 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島6-2-40 北陸事務所 建設コンサル 廃棄物 県外

（株）三水コンサルタント 代表取締役社長 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島6-2-40 北陸事務所 建設コンサル 電気電子 県外

（株）三水コンサルタント 代表取締役社長 山﨑　義広 大阪府大阪市北区中之島6-2-40 北陸事務所 地質調査 県外

サンデック（株） 代表取締役 五月女　久勝 石川県金沢市専光寺町ハ52-1 その他 調査・試験_その他 下水管路調査 県内

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 測量 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 建築設計 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 建設コンサル 道路 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 建設コンサル 鉄道 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 建設コンサル 下水道 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 建設コンサル 造園 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 建設コンサル 地質 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 建設コンサル 建設環境 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 補償コンサル 土地調査 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 補償コンサル 物件 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 補償コンサル 機械工作物 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 補償コンサル 事業損失 県外

（株）サンワコン 代表取締役 奥居　淳 福井県福井市花堂北1-7-25 金沢支店 地質調査 県外

（有）シーベル 取締役社長 地下　修一 石川県珠洲市飯田町8-43-4 測量 県内

（有）ジェーエス設備事務所 代表取締役 坂野　真由美 石川県金沢市粟崎町4-76-29 建築設計 県内

（有）シグマ設計 代表取締役 松田　博幸 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ヲ-40-3 建築設計 県内

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 測量 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 建築設計 県外
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（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 建設コンサル 道路 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 建設コンサル 下水道 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 建設コンサル 農業土木 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 補償コンサル 土地調査 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 補償コンサル 土地評価 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 補償コンサル 物件 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 補償コンサル 機械工作物 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 補償コンサル 事業損失 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 補償コンサル 補償関連 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 補償コンサル 総合補償 県外

（株）上智 代表取締役 金木　春男 富山県砺波市千代176-1 石川支店 その他 調査・試験_その他 土地家屋調査士 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 測量 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 建築設計 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 建設コンサル 道路 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 建設コンサル 下水道 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 建設コンサル 農業土木 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 建設コンサル 造園 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 建設コンサル 建設環境 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 補償コンサル 土地調査 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 補償コンサル 物件 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 補償コンサル 機械工作物 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 補償コンサル 事業損失 県外

昭和（株） 代表取締役 本島　哲也 東京都北区上中里1-11-8 富山営業所 補償コンサル 補償関連 県外

（株）昭和設計 代表取締役社長 千種　幹雄 大阪府大阪市豊崎4-12-10 測量 県外

（株）昭和設計 代表取締役社長 千種　幹雄 大阪府大阪市豊崎4-12-10 建築設計 県外

（株）昭和設計 代表取締役社長 千種　幹雄 大阪府大阪市豊崎4-12-10 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）昭和設計 代表取締役社長 千種　幹雄 大阪府大阪市豊崎4-12-10 建設コンサル 下水道 県外

（株）昭和設計 代表取締役社長 千種　幹雄 大阪府大阪市豊崎4-12-10 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）昭和設計 代表取締役社長 千種　幹雄 大阪府大阪市豊崎4-12-10 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）昭和設計事務所 代表取締役 今井　俊直 長野県長野市差出南1-6-22 輪島営業所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）昭和設計事務所 代表取締役 今井　俊直 長野県長野市差出南1-6-22 輪島営業所 建設コンサル 下水道 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 測量 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 建設コンサル 道路 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 建設コンサル 下水道 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 建設コンサル 農業土木 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 建設コンサル 造園 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 建設コンサル トンネル 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 補償コンサル 土地調査 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 補償コンサル 物件 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 補償コンサル 事業損失 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 補償コンサル 機械工作物 県外

（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明 富山県富山市奥田新町1-23 輪島営業所 建築設計 県外

新日本設計（株） 代表取締役 吉澤　隆美 長野県長野市稲葉2561 金沢営業所 測量 県外

新日本設計（株） 代表取締役 吉澤　隆美 長野県長野市稲葉2561 金沢営業所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

新日本設計（株） 代表取締役 吉澤　隆美 長野県長野市稲葉2561 金沢営業所 建設コンサル 道路 県外

新日本設計（株） 代表取締役 吉澤　隆美 長野県長野市稲葉2561 金沢営業所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

新日本設計（株） 代表取締役 吉澤　隆美 長野県長野市稲葉2561 金沢営業所 建設コンサル 下水道 県外

新日本設計（株） 代表取締役 吉澤　隆美 長野県長野市稲葉2561 金沢営業所 建設コンサル 農業土木 県外

新日本設計（株） 代表取締役 吉澤　隆美 長野県長野市稲葉2561 金沢営業所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

新日本設計（株） 代表取締役 吉澤　隆美 長野県長野市稲葉2561 金沢営業所 建設コンサル 建設環境 県外

新日本設計（株） 代表取締役 吉澤　隆美 長野県長野市稲葉2561 金沢営業所 建設コンサル 機械 県外

新日本設計（株） 代表取締役 吉澤　隆美 長野県長野市稲葉2561 金沢営業所 建築設計 県外

新日本設計（株） 代表取締役 吉澤　隆美 長野県長野市稲葉2561 金沢営業所 地質調査 県外

（有）清廣園緑化 代表取締役 廣野　拓雄 輪島市門前町広岡10-8 造園管理 造園管理 市内

（株）青光社 代表取締役 樫本　賢哉 石川県金沢市浅野本町1-11-13 測量 県内

（株）センク２１ 代表取締役 高橋　徳行 東京都中央区日本橋富沢町10-18 北陸事務所 測量 県外

（株）センク２１ 代表取締役 高橋　徳行 東京都中央区日本橋富沢町10-18 北陸事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外
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（株）センク２１ 代表取締役 高橋　徳行 東京都中央区日本橋富沢町10-18 北陸事務所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（株）センク２１ 代表取締役 高橋　徳行 東京都中央区日本橋富沢町10-18 北陸事務所 建設コンサル 水産土木 県外

（株）センク２１ 代表取締役 高橋　徳行 東京都中央区日本橋富沢町10-18 北陸事務所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）センク２１ 代表取締役 高橋　徳行 東京都中央区日本橋富沢町10-18 北陸事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

セントラル航業（株） 代表取締役 岡部　真紀 石川県金沢市金石東1-4-3 測量 県内

セントラル航業（株） 代表取締役 岡部　真紀 石川県金沢市金石東1-4-3 補償コンサル 土地調査 県内

（株）ゼンリン 代表取締役 髙山　善司 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 中部支社 測量 県外

（株）綜企画設計 代表取締役社長 原　澄雄 東京都中央区日本橋蛎殻町1-30-5 北陸支店 建築設計 県外

（株）創建築事務所 代表取締役 藤井　均 富山県高岡市野村1635-5 建築設計 県外

（株）双星設計 代表取締役 中村　武嗣 大阪府大阪市北区豊崎2-7-5 北陸事務所 建築設計 県外

（株）大建設計 代表取締役社長 平岡　省吉 大阪府大阪市西区京町堀1-13-20 名古屋事務所 建築設計 県外

（株）大建設計 代表取締役社長 平岡　省吉 大阪府大阪市西区京町堀1-13-20 名古屋事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）大建設計 代表取締役社長 平岡　省吉 大阪府大阪市西区京町堀1-13-20 名古屋事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建設コンサル 道路 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建設コンサル 鉄道 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建設コンサル 下水道 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建設コンサル 農業土木 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建設コンサル 造園 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建設コンサル 地質 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建設コンサル トンネル 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建設コンサル 建設環境 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 地質調査 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 建築設計 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 その他 計量証明 音圧レベル 県外

大日本コンサルタント（株） 代表取締役社長 新井　伸博 東京都千代田区神田練塀町300 金沢営業所 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区三番町6-3 （株）ダイヤコンサルタント 測量 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町300 （株）ダイヤコンサルタント 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町300 （株）ダイヤコンサルタント 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町300 （株）ダイヤコンサルタント 建設コンサル 道路 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町300 （株）ダイヤコンサルタント 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町300 （株）ダイヤコンサルタント 建設コンサル 下水道 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町300 （株）ダイヤコンサルタント 建設コンサル 森林土木 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町300 （株）ダイヤコンサルタント 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町300 （株）ダイヤコンサルタント 建設コンサル 地質 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町300 （株）ダイヤコンサルタント 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町300 （株）ダイヤコンサルタント 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町300 （株）ダイヤコンサルタント 建設コンサル トンネル 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町300 （株）ダイヤコンサルタント 建設コンサル 建設環境 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町300 （株）ダイヤコンサルタント 地質調査 県外

（株）ダイヤコンサルタント 代表取締役 野口　泰彦 東京都千代田区神田練塀町300 （株）ダイヤコンサルタント その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

大洋コンサルタント（株） 代表取締役 竹俣　隆一 石川県金沢市御影町22-10 測量 県内

大洋コンサルタント（株） 代表取締役 竹俣　隆一 石川県金沢市御影町22-10 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県内

大洋コンサルタント（株） 代表取締役 竹俣　隆一 石川県金沢市御影町22-10 建設コンサル 道路 県内

大洋コンサルタント（株） 代表取締役 竹俣　隆一 石川県金沢市御影町22-10 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内

大洋コンサルタント（株） 代表取締役 竹俣　隆一 石川県金沢市御影町22-10 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県内

大洋コンサルタント（株） 代表取締役 竹俣　隆一 石川県金沢市御影町22-10 地質調査 県内

（株）太陽測地社 代表取締役 戸田　充 石川県金沢市扇町2-3　ダイアパレス兼六園東401 七尾支店 測量 県内

大和探査技術（株） 代表取締役社長 長谷川　俊彦 東京都江東区東陽5-10-4 新潟支店 測量 県外

大和探査技術（株） 代表取締役社長 長谷川　俊彦 東京都江東区東陽5-10-4 新潟支店 建設コンサル 農業土木 県外

大和探査技術（株） 代表取締役社長 長谷川　俊彦 東京都江東区東陽5-10-4 新潟支店 建設コンサル 地質 県外

大和探査技術（株） 代表取締役社長 長谷川　俊彦 東京都江東区東陽5-10-4 新潟支店 建設コンサル 土質及び基礎 県外

大和探査技術（株） 代表取締役社長 長谷川　俊彦 東京都江東区東陽5-10-4 新潟支店 地質調査 県外

大和リース（株） 代表取締役 北　哲弥 大阪市中央区農人橋2-1-36 金沢支店 建築設計 県外

（株）高出建築設計事務所 代表取締役 前野　智美 輪島市河井町2-166 建築設計 市内

（株）高出建築設計事務所 代表取締役 前野　智美 輪島市河井町2-166 補償コンサル 物件 市内

（株）高出建築設計事務所 代表取締役 前野　智美 輪島市河井町2-166 補償コンサル 事業損失 市内

（有）高山測量設計事務所 代表取締役 高山　孝 石川県羽咋郡志賀町代田イ-30 測量 県内

（有）高山測量設計事務所 代表取締役 高山　孝 石川県羽咋郡志賀町代田イ-30 補償コンサル 物件 県内

（有）高山測量設計事務所 代表取締役 高山　孝 石川県羽咋郡志賀町代田イ-30 その他 調査・試験_その他 土地家屋調査士 県内

（有）高山測量設計事務所 代表取締役 高山　孝 石川県羽咋郡志賀町代田イ-30 その他 調査・試験_その他 県内

（有）武田測量設計事務所 代表取締役 武田　憲了 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ヲ字1-31 測量 県内

（株）立花造園 代表取締役 立花　栄志 石川県能美市寺井町た105 造園管理 造園管理 造園管理 県内

（株）棚木建築設計事務所 代表取締役 棚木　修二 石川県金沢市天神町1-12-29 建築設計 県内

（株）棚木建築設計事務所 代表取締役 棚木　修二 石川県金沢市天神町1-12-29 補償コンサル 物件 県内

（株）棚木建築設計事務所 代表取締役 棚木　修二 石川県金沢市天神町1-12-29 補償コンサル 機械工作物 県内
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（株）棚木建築設計事務所 代表取締役 棚木　修二 石川県金沢市天神町1-12-29 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県内

（株）棚木建築設計事務所 代表取締役 棚木　修二 石川県金沢市天神町1-12-29 補償コンサル 事業損失 県内

（株）棚木建築設計事務所 代表取締役 棚木　修二 石川県金沢市天神町1-12-29 補償コンサル 補償関連 県内

谷口建築設計事務所 代表 谷口　寛 輪島市杉平町矢田7-3 建築設計 市内

（株）俵設計 代表取締役 俵　一由 石川県金沢市高尾南3-37 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県内

（株）丹青社 代表取締役 髙橋　貴志 東京都港区港南1-2-70 建築設計 県外

（株）地域みらい 代表取締役 北原　良彦 石川県鹿島郡中能登町良川へ-32 測量 県内

（株）地域みらい 代表取締役 北原　良彦 石川県鹿島郡中能登町良川へ-32 建築設計 県内

（株）地域みらい 代表取締役 北原　良彦 石川県鹿島郡中能登町良川へ-32 建設コンサル 道路 県内

（株）地域みらい 代表取締役 北原　良彦 石川県鹿島郡中能登町良川へ-32 補償コンサル 土地調査 県内

（株）地域みらい 代表取締役 北原　良彦 石川県鹿島郡中能登町良川へ-32 補償コンサル 物件 県内

（株）地域みらい 代表取締役 北原　良彦 石川県鹿島郡中能登町良川へ-32 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県内

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 測量 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 建築設計 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 建設コンサル 道路 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 建設コンサル 下水道 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 建設コンサル 農業土木 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 建設コンサル 地質 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 建設コンサル トンネル 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 建設コンサル 建設環境 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 地質調査 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 その他 計量証明 音圧レベル 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 その他 計量証明 濃度 県外

中央開発（株） 代表取締役社長 田中　誠 東京都新宿区西早稲田3-13-5 富山営業所 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 測量 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 港湾及び空港 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 電力土木 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 道路 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 鉄道 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 下水道 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 農業土木 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 造園 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 地質 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 土質及び基礎 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル トンネル 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 建設環境 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建設コンサル 電気電子 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 地質調査 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 補償コンサル 土地調査 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 補償コンサル 物件 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 建築設計 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 その他 計量証明 音圧レベル 県外

中央コンサルタンツ（株） 代表取締役 藤本　博史 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23 東京支店 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

（株）中央設計技術研究所 代表取締役 笠松　英昭 石川県金沢市広岡3-3-77　JR金沢駅西第一NKビル7階 （株）中央設計技術研究所 測量 県内

（株）中央設計技術研究所 代表取締役 笠松　英昭 石川県金沢市広岡3-3-77　JR金沢駅西第一NKビル7階 （株）中央設計技術研究所 建築設計 県内

（株）中央設計技術研究所 代表取締役 笠松　英昭 石川県金沢市広岡3-3-77　JR金沢駅西第一NKビル7階 （株）中央設計技術研究所 地質調査 県内

（株）中央設計技術研究所 代表取締役 笠松　英昭 石川県金沢市広岡3-3-77　JR金沢駅西第一NKビル7階 （株）中央設計技術研究所 建設コンサル 道路 県内

（株）中央設計技術研究所 代表取締役 笠松　英昭 石川県金沢市広岡3-3-77　JR金沢駅西第一NKビル7階 （株）中央設計技術研究所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県内

（株）中央設計技術研究所 代表取締役 笠松　英昭 石川県金沢市広岡3-3-77　JR金沢駅西第一NKビル7階 （株）中央設計技術研究所 建設コンサル 下水道 県内

（株）中央設計技術研究所 代表取締役 笠松　英昭 石川県金沢市広岡3-3-77　JR金沢駅西第一NKビル7階 （株）中央設計技術研究所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県内

（株）中央設計技術研究所 代表取締役 笠松　英昭 石川県金沢市広岡3-3-77　JR金沢駅西第一NKビル7階 （株）中央設計技術研究所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内

（株）中央設計技術研究所 代表取締役 笠松　英昭 石川県金沢市広岡3-3-77　JR金沢駅西第一NKビル7階 （株）中央設計技術研究所 建設コンサル 電気電子 県内

（株）中央設計技術研究所 代表取締役 笠松　英昭 石川県金沢市広岡3-3-77　JR金沢駅西第一NKビル7階 （株）中央設計技術研究所 建設コンサル 廃棄物 県内

（株）中央設計技術研究所 代表取締役 笠松　英昭 石川県金沢市広岡3-3-77　JR金沢駅西第一NKビル7階 （株）中央設計技術研究所 その他 調査・試験_その他 下水道処理施設維持管理 県内

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 測量 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 建築設計 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 建設コンサル 港湾及び空港 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 建設コンサル 道路 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 建設コンサル 鉄道 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 建設コンサル 下水道 県外
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中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 建設コンサル 地質 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 建設コンサル 土質及び基礎 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 建設コンサル トンネル 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 建設コンサル 建設環境 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 建設コンサル 電気電子 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 地質調査 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 補償コンサル 土地調査 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 補償コンサル 物件 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 補償コンサル 事業損失 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 補償コンサル 補償関連 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 その他 計量証明 音圧レベル 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

中央復建コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 兼塚　卓也 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10 中部支社 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

（株）中部設計 代表取締役 中瀬　壽 富山県富山市本町10-2 金沢営業所 測量 県外

（株）中部設計 代表取締役 中瀬　壽 富山県富山市本町10-2 金沢営業所 建築設計 県外

（株）中部設計 代表取締役 中瀬　壽 富山県富山市本町10-2 金沢営業所 建設コンサル 下水道 県外

（株）中部設計 代表取締役 中瀬　壽 富山県富山市本町10-2 金沢営業所 建設コンサル 廃棄物 県外

中部地下開発（株） 代表取締役 渡部　友則 石川県金沢市大浦町ハ51-1 測量 県内

中部地下開発（株） 代表取締役 渡部　友則 石川県金沢市大浦町ハ51-1 建設コンサル 森林土木 県内

中部地下開発（株） 代表取締役 渡部　友則 石川県金沢市大浦町ハ51-1 建設コンサル 地質 県内

中部地下開発（株） 代表取締役 渡部　友則 石川県金沢市大浦町ハ51-1 地質調査 県内

中部地質（株） 代表取締役 能島　利一 石川県金沢市森戸1-228 測量 県内

中部地質（株） 代表取締役 能島　利一 石川県金沢市森戸1-228 建設コンサル 地質 県内

中部地質（株） 代表取締役 能島　利一 石川県金沢市森戸1-228 建設コンサル 土質及び基礎 県内

中部地質（株） 代表取締役 能島　利一 石川県金沢市森戸1-228 地質調査 県内

（株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 金沢事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 金沢事務所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 金沢事務所 建設コンサル 道路 県外

（株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 金沢事務所 建設コンサル 下水道 県外

（株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 金沢事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 金沢事務所 建設コンサル 地質 県外

（株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 金沢事務所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 金沢事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 金沢事務所 建設コンサル トンネル 県外

（株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 金沢事務所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 金沢事務所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 金沢事務所 建設コンサル 電気電子 県外

（株）長大 代表取締役社長 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4 金沢事務所 建設コンサル 鉄道 県外

（株）津田測量 代表取締役 津田　亨 石川県七尾市小丸山台3-24 測量 県内

（株）津田測量 代表取締役 津田　亨 石川県七尾市小丸山台3-24 補償コンサル 土地調査 県内

（株）津田測量 代表取締役 津田　亨 石川県七尾市小丸山台3-24 補償コンサル 事業損失 県内

（株）土倉建築事務所 代表取締役 土倉　邦一 石川県金沢市寺地2-15-3 建築設計 県内

（株）釣谷建築事務所 代表取締役社長 吉田　典生 石川県金沢市泉が丘2-14-7 建築設計 県内

ティーエースプラン（株） 代表取締役 松本　晃 輪島市山岸町ろ部6-2 測量 測量一般 市内

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 測量 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建築設計 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル 道路 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル 鉄道 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル 下水道 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル 農業土木 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル 森林土木 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル 造園 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル 地質 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル トンネル 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 建設コンサル 建設環境 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 地質調査 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 補償コンサル 土地調査 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 補償コンサル 土地評価 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 補償コンサル 物件 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 補償コンサル 機械工作物 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 補償コンサル 事業損失 県外

（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 補償コンサル 補償関連 県外
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（株）テイコク 代表取締役 中嶋　徹 岐阜県岐阜市橋本町2-8 補償コンサル 総合補償 県外

（株）テクノスジャパン 代表取締役 垣本　政輝 福岡県福岡市博多区光丘町3-1-5 関西支店 その他 調査・試験（その他） 上水道漏水調査 県外

（株）テクノス電子企画 代表取締役 椛澤　嘉彦 愛知県名古屋市中村区十王町5-28 建設コンサル 電気電子 県外

（株）テクノマップ 代表取締役 綿村　裕 石川県金沢市疋田1-93 測量 県内

（株）テスコム 代表取締役 石田　繁則 長崎県長崎市三原2-24-8 大阪営業所 その他 調査・試験_その他 上水道漏水調査 県外

東亜道路工業（株） 代表取締役 森下　協一 東京都港区六本木7-3-7 建設コンサル 道路 県外

（株）東海システム設計 代表取締役 森田　和裕 愛知県名古屋市名東区香流3-1009 建設コンサル 電気電子 県外

東京コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 正和　博徳 東京都千代田区神田淡路町2-8-5 金沢支店 測量 県外

東京コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 正和　博徳 東京都千代田区神田淡路町2-8-5 金沢支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

東京コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 正和　博徳 東京都千代田区神田淡路町2-8-5 金沢支店 建設コンサル 道路 県外

東京コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 正和　博徳 東京都千代田区神田淡路町2-8-5 金沢支店 建設コンサル 地質 県外

東京コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 正和　博徳 東京都千代田区神田淡路町2-8-5 金沢支店 建設コンサル 土質及び基礎 県外

東京コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 正和　博徳 東京都千代田区神田淡路町2-8-5 金沢支店 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

東京コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 正和　博徳 東京都千代田区神田淡路町2-8-5 金沢支店 建設コンサル トンネル 県外

東京コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 正和　博徳 東京都千代田区神田淡路町2-8-5 金沢支店 建設コンサル 建設環境 県外

東京コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 正和　博徳 東京都千代田区神田淡路町2-8-5 金沢支店 地質調査 県外

（株）東京設計事務所 代表取締役社長 狩谷　薫 東京都千代田区霞が関3-7-1　霞が関東急ビル 北陸事務所 測量 県外

（株）東京設計事務所 代表取締役社長 狩谷　薫 東京都千代田区霞が関3-7-1　霞が関東急ビル 北陸事務所 建築設計 県外

（株）東京設計事務所 代表取締役社長 狩谷　薫 東京都千代田区霞が関3-7-1　霞が関東急ビル 北陸事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）東京設計事務所 代表取締役社長 狩谷　薫 東京都千代田区霞が関3-7-1　霞が関東急ビル 北陸事務所 建設コンサル 下水道 県外

（株）東京設計事務所 代表取締役社長 狩谷　薫 東京都千代田区霞が関3-7-1　霞が関東急ビル 北陸事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）東京設計事務所 代表取締役社長 狩谷　薫 東京都千代田区霞が関3-7-1　霞が関東急ビル 北陸事務所 建設コンサル トンネル 県外

（株）東京設計事務所 代表取締役社長 狩谷　薫 東京都千代田区霞が関3-7-1　霞が関東急ビル 北陸事務所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）東京設計事務所 代表取締役社長 狩谷　薫 東京都千代田区霞が関3-7-1　霞が関東急ビル 北陸事務所 建設コンサル 電気電子 県外

（株）東京設計事務所 代表取締役社長 狩谷　薫 東京都千代田区霞が関3-7-1　霞が関東急ビル 北陸事務所 建設コンサル 機械 県外

（株）東京設計事務所 代表取締役社長 狩谷　薫 東京都千代田区霞が関3-7-1　霞が関東急ビル 北陸事務所 地質調査 県外

（株）東建コンサルタント 代表取締役 長元　正春 東京都新宿区新宿2-15-27 測量 県外

（株）東建コンサルタント 代表取締役 長元　正春 東京都新宿区新宿2-15-27 建設コンサル 鉄道 県外

（株）東建コンサルタント 代表取締役 長元　正春 東京都新宿区新宿2-15-27 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）東建コンサルタント 代表取締役 長元　正春 東京都新宿区新宿2-15-27 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）東建コンサルタント 代表取締役 長元　正春 東京都新宿区新宿2-15-27 建築設計 県外

（株）東畑建築事務所 代表取締役社長 米井　寛 大阪府大阪市中央区高麗橋2-6-10 本社オフィス大坂 建築設計 県外

（株）東畑建築事務所 代表取締役社長 米井　寛 大阪府大阪市中央区高麗橋2-6-10 本社オフィス大坂 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 測量 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 建築設計 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 建設コンサル 電力土木 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 建設コンサル 道路 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 建設コンサル 下水道 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 建設コンサル 造園 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 建設コンサル トンネル 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 建設コンサル 建設環境 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 建設コンサル 電気電子 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 建設コンサル 廃棄物 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 地質調査 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 補償コンサル 土地調査 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 補償コンサル 物件 県内

（株）東洋設計 代表取締役 大嶋　庸介 石川県金沢市諸江町中丁212-1 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県内

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 測量 県外

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 建築設計 県外

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 建設コンサル 道路 県外

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 建設コンサル 鉄道 県外

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 建設コンサル 下水道 県外

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 建設コンサル トンネル 県外

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 建設コンサル 建設環境 県外

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 地質調査 県外

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 その他 計量証明 濃度 県外

（株）トーニチコンサルタント 代表取締役社長 横井　輝明 東京都渋谷区本町1-13-3 中部支社 その他 計量証明 音圧レベル 県外

（株）T.O.N.E. 代表取締役 中村　賢一 石川県金沢市小立野1-30-19 建築設計 県内

（株）徳岡設計 代表取締役 徳岡　浩二 大阪府大阪市中央区本町橋5-14 建築設計 県外

（株）都市環境設計 代表取締役社長 中原　聡 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-14-30 北陸事務所 建築設計 県外

（株）鳥越 代表取締役 鳥越　正樹 石川県鳳珠郡穴水町字此木3-17 測量 県内

（株）鳥越 代表取締役 鳥越　正樹 石川県鳳珠郡穴水町字此木3-17 建築設計 県内

（株）鳥越 代表取締役 鳥越　正樹 石川県鳳珠郡穴水町字此木3-17 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内
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（株）鳥越 代表取締役 鳥越　正樹 石川県鳳珠郡穴水町字此木3-17 補償コンサル 土地調査 県内

（株）鳥越 代表取締役 鳥越　正樹 石川県鳳珠郡穴水町字此木3-17 補償コンサル 物件 県内

（株）鳥越 代表取締役 鳥越　正樹 石川県鳳珠郡穴水町字此木3-17 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県内

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 測量 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 建設コンサル 道路 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 建設コンサル 下水道 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 建設コンサル 農業土木 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 建設コンサル 建設環境 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 建築設計 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 地質調査 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 補償コンサル 土地調査 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 補償コンサル 物件 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正 京都府京都市南区久世中久世町1-141 北陸営業所 補償コンサル 事業損失 県外

（株）内藤建築事務所 代表取締役 川本　雄三 京都府京都市左京区中大堰町182 名古屋事務所 建築設計 県外

（株）中島建築事務所 代表取締役 木村　光太郎 石川県金沢市清川町1-7 建築設計 県内

（株）中島設備事務所 代表取締役 木村　光太郎 石川県金沢市清川町1-7 建築設計 県内

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 測量 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 建築設計 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 建設コンサル 道路 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 建設コンサル 鉄道 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 建設コンサル 下水道 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 建設コンサル 土質及び基礎 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 建設コンサル トンネル 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 建設コンサル 建設環境 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 建設コンサル 電気電子 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 建設コンサル 廃棄物 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 地質調査 県外

中日本建設コンサルタント（株） 代表取締役社長 上田　直和 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 補償コンサル 土地調査 県外

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株) 代表取締役社長 中村　武夫 愛知県名古屋市中区錦1-8-11 金沢支店 建設コンサル 道路 県外

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株) 代表取締役社長 中村　武夫 愛知県名古屋市中区錦1-8-11 金沢支店 建設コンサル 地質 県外

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株) 代表取締役社長 中村　武夫 愛知県名古屋市中区錦1-8-11 金沢支店 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 石川営業所 測量 県外

（株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 石川営業所 建築設計 県外

（株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 石川営業所 建設コンサル 森林土木 県外

（株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 石川営業所 補償コンサル 土地調査 県外

（株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 石川営業所 補償コンサル 物件 県外

（株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 石川営業所 補償コンサル 機械工作物 県外

（株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 石川営業所 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

（株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 石川営業所 補償コンサル 事業損失 県外

（株）ナカノアイシステム 代表取締役社長 坂井　浩 新潟県新潟市中央区鳥屋野432 石川営業所 補償コンサル 補償関連 県外

（株）長村建築事務所 代表取締役 長村　峰行 石川県金沢市彦三町2-8-1 建築設計 県内

（株）中元建築設計事務所 代表取締役 中元　伸夫 石川県金沢市扇町11-29 建築設計 県内

（株）中元建築設計事務所 代表取締役 中元　伸夫 石川県金沢市扇町11-29 補償コンサル 物件 県内

（株）中元建築設計事務所 代表取締役 中元　伸夫 石川県金沢市扇町11-29 補償コンサル 機械工作物 県内

（株）中元建築設計事務所 代表取締役 中元　伸夫 石川県金沢市扇町11-29 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県内

（株）中元建築設計事務所 代表取締役 中元　伸夫 石川県金沢市扇町11-29 補償コンサル 事業損失 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 測量 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 建築設計 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 建設コンサル 道路 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 建設コンサル 下水道 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 建設コンサル 森林土木 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 建設コンサル 地質 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 建設コンサル 土質及び基礎 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 地質調査 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 補償コンサル 土地調査 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 補償コンサル 物件 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 補償コンサル 機械工作物 県内
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ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県内

ナチュラルコンサルタント（株） 代表取締役 北浦　和夫 石川県金沢市矢木2-147 補償コンサル 事業損失 県内

南海測量設計（株） 代表取締役 藤村　修作 愛媛県松山市中村3-1-7 石川営業所 測量 県外

西日本電信電話（株） 代表取締役社長 小林　充佳 大阪府大阪市中央区馬場町3-15 金沢支店 その他 建設工事の施工に付随する試験、調査等 県外

（株）日研技術 代表取締役 芝山　修 石川県金沢市東力4-21 測量 県内

（株）日研技術 代表取締役 芝山　修 石川県金沢市東力4-21 地質調査 県内

（株）日研技術 代表取締役 芝山　修 石川県金沢市東力4-21 建設コンサル 地質 県内

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 測量 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建築設計 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建設コンサル 道路 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建設コンサル 下水道 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建設コンサル 農業土木 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建設コンサル 地質 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建設コンサル トンネル 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建設コンサル 電気電子 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 建設コンサル 廃棄物 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 地質調査 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 補償コンサル 土地調査 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 補償コンサル 物件 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 補償コンサル 機械工作物 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 その他 計量証明 濃度 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 その他 計量証明 音圧レベル 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

（株）日建技術コンサルタント 代表取締役社長 平井　成典 大阪府大阪市中央区谷町6-4-3 石川事務所 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

（株）日産技術コンサルタント 代表取締役 宮脇　佳史 大阪府大阪市中央区大手前1-2-15 北陸事務所 測量 県外

（株）日産技術コンサルタント 代表取締役 宮脇　佳史 大阪府大阪市中央区大手前1-2-15 北陸事務所 建築設計 県外

（株）日産技術コンサルタント 代表取締役 宮脇　佳史 大阪府大阪市中央区大手前1-2-15 北陸事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）日産技術コンサルタント 代表取締役 宮脇　佳史 大阪府大阪市中央区大手前1-2-15 北陸事務所 建設コンサル 道路 県外

（株）日産技術コンサルタント 代表取締役 宮脇　佳史 大阪府大阪市中央区大手前1-2-15 北陸事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）日産技術コンサルタント 代表取締役 宮脇　佳史 大阪府大阪市中央区大手前1-2-15 北陸事務所 建設コンサル 下水道 県外

（株）日産技術コンサルタント 代表取締役 宮脇　佳史 大阪府大阪市中央区大手前1-2-15 北陸事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）日産技術コンサルタント 代表取締役 宮脇　佳史 大阪府大阪市中央区大手前1-2-15 北陸事務所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）日産技術コンサルタント 代表取締役 宮脇　佳史 大阪府大阪市中央区大手前1-2-15 北陸事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）日産技術コンサルタント 代表取締役 宮脇　佳史 大阪府大阪市中央区大手前1-2-15 北陸事務所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）日産技術コンサルタント 代表取締役 宮脇　佳史 大阪府大阪市中央区大手前1-2-15 北陸事務所 建設コンサル 廃棄物 県外

（株）日産技術コンサルタント 代表取締役 宮脇　佳史 大阪府大阪市中央区大手前1-2-15 北陸事務所 地質調査 県外

（株）日新技術コンサルタント 代表取締役社長 柴田　功 東京都中央区日本橋堀留町1-5-7 名古屋事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）日新技術コンサルタント 代表取締役社長 柴田　功 東京都中央区日本橋堀留町1-5-7 名古屋事務所 建設コンサル 下水道 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 測量 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 建築設計 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 建設コンサル 下水道 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 建設コンサル 農業土木 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 建設コンサル トンネル 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 建設コンサル 機械 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 建設コンサル 電気電子 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 建設コンサル 廃棄物 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 地質調査 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 その他 調査・試験_その他 下水道処理施設維持管理 県外

（株）日水コン 代表取締役社長 間山　一典 東京都新宿区西新宿6-22-1　新宿スクエアタワー 金沢事務所 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

（株）日総建 代表取締役社長 濵田　幸一 東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14 中部事務所 建築設計 県外

（株）日総建 代表取締役社長 濵田　幸一 東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14 中部事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 測量 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建築設計 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 電力土木 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 道路 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外
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（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 下水道 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 農業土木 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 森林土木 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 水産土木 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 造園 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 地質 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル トンネル 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 建設環境 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 電気電子 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 廃棄物 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 建設コンサル 鉄道 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 地質調査 県外

（株）日本インシーク 代表取締役 番上　正人 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14 新潟支店 補償コンサル 土地調査 県外

日本海航測（株） 代表取締役 黒木　隆史 石川県金沢市泉本町2-125 測量 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 測量 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 建設コンサル 道路 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 建設コンサル 鉄道 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 建設コンサル 下水道 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 建設コンサル 農業土木 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 建設コンサル 造園 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 建設コンサル 土質及び基礎 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 建設コンサル 建設環境 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 建築設計 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 地質調査 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 補償コンサル 土地調査 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 補償コンサル 土地評価 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 補償コンサル 物件 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 補償コンサル 機械工作物 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 補償コンサル 事業損失 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 補償コンサル 補償関連 県内

（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生 石川県金沢市泉本町2-126 補償コンサル 総合補償 県内

日本海測量（株） 代表取締役 沖本　好規 石川県鳳珠郡能登町字布浦レ-22 測量 県内

日本技術サービス（株） 代表取締役 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3-11-2 測量 県外

日本技術サービス（株） 代表取締役 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3-11-2 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

日本技術サービス（株） 代表取締役 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3-11-2 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

日本技術サービス（株） 代表取締役 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3-11-2 建設コンサル 下水道 県外

日本技術サービス（株） 代表取締役 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3-11-2 建設コンサル 土質及び基礎 県外

日本技術サービス（株） 代表取締役 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3-11-2 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

日本技術サービス（株） 代表取締役 内田　浩幸 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3-11-2 建築設計 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 測量 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建築設計 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 電力土木 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 道路 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 鉄道 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 下水道 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 農業土木 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 森林土木 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 水産土木 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 造園 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 地質 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル トンネル 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 建設環境 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 機械 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 電気電子 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 建設コンサル 廃棄物 県外
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日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 地質調査 県外

日本工営（株） 代表取締役 新屋　浩明 東京都千代田区麹町5-4 北陸事務所 補償コンサル 土地調査 県外

（株）日本港湾コンサルタント 代表取締役社長 髙橋　浩二 東京都品川区西五反田8-3-6 北陸事務所 測量 県外

（株）日本港湾コンサルタント 代表取締役社長 髙橋　浩二 東京都品川区西五反田8-3-6 北陸事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）日本港湾コンサルタント 代表取締役社長 髙橋　浩二 東京都品川区西五反田8-3-6 北陸事務所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（株）日本港湾コンサルタント 代表取締役社長 髙橋　浩二 東京都品川区西五反田8-3-6 北陸事務所 建設コンサル 水産土木 県外

（株）日本港湾コンサルタント 代表取締役社長 髙橋　浩二 東京都品川区西五反田8-3-6 北陸事務所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）日本港湾コンサルタント 代表取締役社長 髙橋　浩二 東京都品川区西五反田8-3-6 北陸事務所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）日本港湾コンサルタント 代表取締役社長 髙橋　浩二 東京都品川区西五反田8-3-6 北陸事務所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）日本港湾コンサルタント 代表取締役社長 髙橋　浩二 東京都品川区西五反田8-3-6 北陸事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）日本港湾コンサルタント 代表取締役社長 髙橋　浩二 東京都品川区西五反田8-3-6 北陸事務所 地質調査 県外

日本水工設計（株） 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 北陸事務所 測量 県外

日本水工設計（株） 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 北陸事務所 建築設計 県外

日本水工設計（株） 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 北陸事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

日本水工設計（株） 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 北陸事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

日本水工設計（株） 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 北陸事務所 建設コンサル 下水道 県外

日本水工設計（株） 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 北陸事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

日本水工設計（株） 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 北陸事務所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

日本水工設計（株） 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 北陸事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

日本水工設計（株） 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 北陸事務所 建設コンサル トンネル 県外

日本水工設計（株） 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 北陸事務所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

日本水工設計（株） 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 北陸事務所 建設コンサル 建設環境 県外

日本水工設計（株） 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 北陸事務所 建設コンサル 電気電子 県外

日本水工設計（株） 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 北陸事務所 建設コンサル 廃棄物 県外

日本水工設計（株） 代表取締役社長 本名　元 東京都中央区勝どき3-12-1 北陸事務所 地質調査 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 測量 測量一般 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建築設計 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル 電力土木 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル 道路 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル 下水道 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル 造園 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル 地質 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル トンネル 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 建設コンサル 電気電子 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 地質調査 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 その他 計量証明 音圧レベル 県外

（株）ニュージェック 代表取締役 吉津　洋一 大阪府大阪市北区本庄東2-3-20 富山事務所 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

（株）能登開発測量設計センター 代表取締役 中塚　芳章 石川県珠洲市宝立町鵜飼卯-18-5 （株）能登開発測量設計センター 測量 県内

能登建設（株） 代表取締役 矢野　好二 石川県珠洲市三崎町宇治ヨ-129-1 建設コンサル 土質及び基礎 県内

能登建設（株） 代表取締役 矢野　好二 石川県珠洲市三崎町宇治ヨ-129-1 地質調査 県内

（株）のとさく 代表取締役 明星　加守暢 石川県珠洲市上戸町北方い-31-1 地質調査 県内

（株）乃村工藝社 代表取締役　社長執行役員 榎本　修次 東京都港区台場2-3-4 建築設計 県外

羽咋測量設計（株） 代表取締役 原　一貴 石川県羽咋市寺家町タ1-10 測量 県内

羽咋測量設計（株） 代表取締役 原　一貴 石川県羽咋市寺家町タ1-10 建設コンサル 鉄道 県内

羽咋測量設計（株） 代表取締役 原　一貴 石川県羽咋市寺家町タ1-10 建設コンサル 農業土木 県内

羽咋測量設計（株） 代表取締役 原　一貴 石川県羽咋市寺家町タ1-10 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県内

羽咋測量設計（株） 代表取締役 原　一貴 石川県羽咋市寺家町タ1-10 補償コンサル 土地調査 県内

橋本技術（株） 代表取締役 橋本　岩夫 滋賀県長浜市高月町東柳野425 石川営業所 測量 県外

橋本技術（株） 代表取締役 橋本　岩夫 滋賀県長浜市高月町東柳野425 石川営業所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

橋本技術（株） 代表取締役 橋本　岩夫 滋賀県長浜市高月町東柳野425 石川営業所 建設コンサル 道路 県外

橋本技術（株） 代表取締役 橋本　岩夫 滋賀県長浜市高月町東柳野425 石川営業所 補償コンサル 土地調査 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 測量 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建築設計 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 その他 計量証明 濃度 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 その他 計量証明 音圧レベル 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 その他 調査・試験_その他 不動産鑑定 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 その他 調査・試験_その他 特定労働者派遣事業 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 港湾及び空港 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 道路 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 鉄道 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外
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（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 下水道 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 農業土木 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 森林土木 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 造園 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 地質 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 土質及び基礎 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 建設環境 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 建設コンサル 廃棄物 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 補償コンサル 土地調査 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 補償コンサル 物件 県外

（株）パスコ 代表取締役 島村　秀樹 東京都目黒区下目黒1-7-1 石川支店 地質調査 県外

林聰二郎一級建築士事務所 林　聰二郎 輪島市河井町5-280 建築設計 市内

（株）バン建築事務所 代表取締役 番下　紀美夫 石川県金沢市高畠3-1　高倉ビル 建築設計 県内

ビーム計画設計（株） 代表取締役 久保　正美 岐阜県岐阜市加納栄町通7-30 金沢事務所 建設コンサル 電気電子 県外

（株）ヒゲウコン建築事務所 代表取締役 佐藤　和仁 石川県金沢市笠舞3-23-13 建築設計 県内

（株）ヒゲウコン建築事務所 代表取締役 佐藤　和仁 石川県金沢市笠舞3-23-13 補償コンサル 物件 県内

（株）ヒゲウコン建築事務所 代表取締役 佐藤　和仁 石川県金沢市笠舞3-23-13 補償コンサル 機械工作物 県内

（株）ヒゲウコン建築事務所 代表取締役 佐藤　和仁 石川県金沢市笠舞3-23-13 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県内

（株）ヒゲウコン建築事務所 代表取締役 佐藤　和仁 石川県金沢市笠舞3-23-13 補償コンサル 事業損失 県内

（株）ヒューマンネット 代表取締役 西　智明 石川県金沢市西念3-15-23 建築設計 県内

（株）ヒューマンネット 代表取締役 西　智明 石川県金沢市西念3-15-23 補償コンサル 物件 県内

（株）ヒューマンネット 代表取締役 西　智明 石川県金沢市西念3-15-23 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県内

福井県環境保全協業組合 理事長 二木　和則 福井県福井市角折町8-3 その他 計量証明 濃度 県外

福井県環境保全協業組合 理事長 二木　和則 福井県福井市角折町8-3 その他 計量証明 音圧レベル 県外

福井県環境保全協業組合 理事長 二木　和則 福井県福井市角折町8-3 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

福井県環境保全協業組合 理事長 二木　和則 福井県福井市角折町8-3 その他 調査・試験_その他 作業環境測定 県外

福井県環境保全協業組合 理事長 二木　和則 福井県福井市角折町8-3 その他 調査・試験_その他 水質検査 県外

福井県環境保全協業組合 理事長 二木　和則 福井県福井市角折町8-3 その他 調査・試験_その他 簡易水道検査 県外

福井県環境保全協業組合 理事長 二木　和則 福井県福井市角折町8-3 その他 調査・試験_その他 県外

フジ地中情報（株） 代表取締役 深澤　貴 東京都港区海岸3-20-20 金沢事務所 測量 県外

フジ地中情報（株） 代表取締役 深澤　貴 東京都港区海岸3-20-20 金沢事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

フジ地中情報（株） 代表取締役 深澤　貴 東京都港区海岸3-20-20 金沢事務所 建設コンサル 下水道 県外

（株）プラネット・コンサルタント 代表取締役 穴太　政洋 石川県金沢市諸江町下丁372 測量 県内

（株）プラネット・コンサルタント 代表取締役 穴太　政洋 石川県金沢市諸江町下丁372 建築設計 県内

（株）プラネット・コンサルタント 代表取締役 穴太　政洋 石川県金沢市諸江町下丁372 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県内

（株）プラネット・コンサルタント 代表取締役 穴太　政洋 石川県金沢市諸江町下丁372 建設コンサル 道路 県内

（株）プラネット・コンサルタント 代表取締役 穴太　政洋 石川県金沢市諸江町下丁372 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県内

（株）プラネット・コンサルタント 代表取締役 穴太　政洋 石川県金沢市諸江町下丁372 建設コンサル 下水道 県内

（株）プラネット・コンサルタント 代表取締役 穴太　政洋 石川県金沢市諸江町下丁372 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県内

（株）プラネット・コンサルタント 代表取締役 穴太　政洋 石川県金沢市諸江町下丁372 建設コンサル 建設環境 県内

古一地下開発（株） 代表取締役 古一　力 石川県七尾市池崎町む部70-1 建設コンサル 地質 県内

古一地下開発（株） 代表取締役 古一　力 石川県七尾市池崎町む部70-1 地質調査 県内

（株）文化財工学研究所 代表取締役 渡邊　保弘 東京都新宿区大久保3-9-5-113号 建築設計 県外

（株）平和ＩＴＣ 代表取締役 山本　武 福井県福井市渕1-1704 測量 県外

（株）平和ＩＴＣ 代表取締役 山本　武 福井県福井市渕1-1704 補償コンサル 土地調査 県外

（株）平和ＩＴＣ 代表取締役 山本　武 福井県福井市渕1-1704 補償コンサル 土地評価 県外

（株）平和ＩＴＣ 代表取締役 山本　武 福井県福井市渕1-1704 補償コンサル 物件 県外

（株）平和ＩＴＣ 代表取締役 山本　武 福井県福井市渕1-1704 補償コンサル 機械工作物 県外

（株）平和ＩＴＣ 代表取締役 山本　武 福井県福井市渕1-1704 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

（株）平和ＩＴＣ 代表取締役 山本　武 福井県福井市渕1-1704 補償コンサル 事業損失 県外

（株）平和ＩＴＣ 代表取締役 山本　武 福井県福井市渕1-1704 補償コンサル 補償関連 県外

（株）平和ＩＴＣ 代表取締役 山本　武 福井県福井市渕1-1704 補償コンサル 総合補償 県外

（株）ホージュ設計 代表取締役 中村　芳明 石川県金沢市四十万3-183 測量 県内

（株）ホージュ設計 代表取締役 中村　芳明 石川県金沢市四十万3-183 建築設計 県内

（株）ホージュ設計 代表取締役 中村　芳明 石川県金沢市四十万3-183 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県内

北海技建（株） 代表取締役 高木　仁志 石川県羽咋市釜屋町ﾉ44-2 建設コンサル 土質及び基礎 県内

北海技建（株） 代表取締役 高木　仁志 石川県羽咋市釜屋町ﾉ44-2 地質調査 県内

（株）ホクコク地水 代表取締役 尾蔵　丈房 石川県金沢市御影町25-1 測量 県内

（株）ホクコク地水 代表取締役 尾蔵　丈房 石川県金沢市御影町25-1 建設コンサル 地質 県内

（株）ホクコク地水 代表取締役 尾蔵　丈房 石川県金沢市御影町25-1 建設コンサル 土質及び基礎 県内

（株）ホクコク地水 代表取締役 尾蔵　丈房 石川県金沢市御影町25-1 地質調査 県内

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 測量 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 建築設計 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 建設コンサル 電力土木 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 建設コンサル 道路 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 建設コンサル 地質 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外
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北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 建設コンサル 建設環境 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 建設コンサル 電気電子 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 地質調査 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 補償コンサル 土地評価 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 補償コンサル 物件 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 補償コンサル 事業損失 県外

北電技術コンサルタント（株） 代表取締役 多賀　淳二 富山県富山市牛島町13-15 石川支店 補償コンサル 補償関連 県外

（株）北陸環境科学研究所 代表取締役 山田　雅之 福井県福井市光陽4-4-27 金沢営業所 建設コンサル 建設環境 県外

（株）北陸環境科学研究所 代表取締役 山田　雅之 福井県福井市光陽4-4-27 金沢営業所 その他 計量証明 濃度 県外

（株）北陸環境科学研究所 代表取締役 山田　雅之 福井県福井市光陽4-4-27 金沢営業所 その他 計量証明 大気中の物質の濃度 県外

（株）北陸環境科学研究所 代表取締役 山田　雅之 福井県福井市光陽4-4-27 金沢営業所 その他 計量証明 音圧レベル 県外

（株）北陸環境科学研究所 代表取締役 山田　雅之 福井県福井市光陽4-4-27 金沢営業所 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

（株）北陸環境科学研究所 代表取締役 山田　雅之 福井県福井市光陽4-4-27 金沢営業所 その他 計量証明 大気中のダイオキシン類の濃度 県外

（株）北陸環境科学研究所 代表取締役 山田　雅之 福井県福井市光陽4-4-27 金沢営業所 その他 計量証明 水又は土壌中のダイオキシン類の濃度 県外

北陸航測（株） 代表取締役 高柳　陽一 富山県高岡市麻生谷400 石川支店 測量 県外

北陸航測（株） 代表取締役 高柳　陽一 富山県高岡市麻生谷400 石川支店 建設コンサル 道路 県外

北陸航測（株） 代表取締役 高柳　陽一 富山県高岡市麻生谷400 石川支店 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

（株）細川計画設計 代表取締役 細川　斉 石川県金沢市高尾台3-5 建築設計 県内

北海道地図（株） 代表取締役 小林　毅一 北海道旭川市台場一条2-1-6 東京支店 測量 県外

北興建設（株） 代表取締役 井戸谷　信一 石川県金沢市打木町東1407 その他 調査・試験_その他 下水道処理施設維持管理 県内

（株）北国コンサルタント 代表取締役 登　春彦 石川県金沢市額乙丸町ニ255 建築設計 県内

（株）北国コンサルタント 代表取締役 登　春彦 石川県金沢市額乙丸町ニ255 補償コンサル 物件 県内

（株）北国コンサルタント 代表取締役 登　春彦 石川県金沢市額乙丸町ニ255 補償コンサル 機械工作物 県内

（株）北国コンサルタント 代表取締役 登　春彦 石川県金沢市額乙丸町ニ255 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県内

（株）北国コンサルタント 代表取締役 登　春彦 石川県金沢市額乙丸町ニ255 補償コンサル 事業損失 県内

（株）マック建築研究所 代表取締役 中村　健 石川県金沢市三口新町4-13-33 建築設計 県内

（株）松田平田設計 代表取締役 江本　正和 東京都港区元赤坂1-5-17 大阪事務所 建築設計 県外

（株）松田平田設計 代表取締役 江本　正和 東京都港区元赤坂1-5-17 大阪事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（有）マッハ設備設計研究所 代表取締役 新井　秀成 石川県金沢市玉鉾1-59 建築設計 県内

（株）三上建築事務所 代表取締役 益子　一彦 茨城県水戸市大町3-4-36 建築設計 県外

（株）宮本工業所 代表取締役 宮本　芳樹 富山県富山市奥田新町12-3 建築設計 県外

（株）無線放送設計事務所 代表取締役 川端　竜美 神奈川県横浜市中区相う生町1-1　小原ビル 北陸事業所 建設コンサル 電気電子 県外

（株）ムツミ設計 代表取締役 岡島　公治 石川県金沢市湊2-120-7 建築設計 県内

（株）ムツミ設計 代表取締役 岡島　公治 石川県金沢市湊2-120-7 補償コンサル 物件 県内

（株）ムツミ設計 代表取締役 岡島　公治 石川県金沢市湊2-120-7 補償コンサル 機械工作物 県内

（株）ムツミ設計 代表取締役 岡島　公治 石川県金沢市湊2-120-7 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県内

（株）ムツミ設計 代表取締役 岡島　公治 石川県金沢市湊2-120-7 補償コンサル 事業損失 県内

（株）ムツミ設計 代表取締役 岡島　公治 石川県金沢市湊2-120-7 補償コンサル 補償関連 県内

（株）ムラシマ事務所 代表取締役 村島　外三雄 石川県金沢市泉野出町2-7-13 建築設計 県内

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 河川、砂防及び海岸・海洋 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 港湾及び空港 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 電力土木 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 道路 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 鉄道 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 上水道及び工業用水道 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 下水道 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 水産土木 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 造園 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 地質 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 鋼構造及びコンクリート 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル トンネル 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 建設環境 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 機械 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 電気電子 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建設コンサル 廃棄物 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 地質調査 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 補償コンサル 土地調査 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 補償コンサル 補償関連 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 測量 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 建築設計 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 その他 計量証明 音圧レベル 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 その他 計量証明 振動加速度レベル 県外

八千代エンジニヤリング（株） 代表取締役社長 出水　重光 東京都台東区浅草橋5-20-8 富山事務所 その他 調査・試験_その他 土壌汚染指定調査機関 県外

（株）山岸建築設計事務所 代表取締役 山岸　敬広 石川県金沢市中村町31-47 建築設計 県内

（株）山岸設備設計事務所 代表取締役 山岸　敬広 石川県金沢市中村町31-47 建築設計 県内

（株）山下設計 代表取締役社長 藤田　秀夫 東京都中央区日本橋小網町6-1 建築設計 県外

（株）山下設計 代表取締役社長 藤田　秀夫 東京都中央区日本橋小網町6-1 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）山田綜合設計 代表取締役 深尾　元詞 大阪府大阪市中央区大手通3-1-2　エスリートビル大手通 建築設計 県外
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山谷忍一級建築士事務所 山谷　忍 輪島市河井町5-41-27 建築設計 市内

（株）大和環境分析センター 代表取締役 音頭　栄美子 石川県金沢市小坂町中18-4 その他 計量証明 濃度 県内

（株）大和環境分析センター 代表取締役 音頭　栄美子 石川県金沢市小坂町中18-4 その他 計量証明 音圧レベル 県内

（株）大和環境分析センター 代表取締役 音頭　栄美子 石川県金沢市小坂町中18-4 その他 計量証明 振動加速度レベル 県内

（株）大和環境分析センター 代表取締役 音頭　栄美子 石川県金沢市小坂町中18-4 その他 計量証明 特定濃度 県内

ライト工業（株） 代表取締役社長 阿久津　和浩 東京都千代田区九段北4-2-35 中部統括支店金沢営業所 建設コンサル 道路 県外

ライト工業（株） 代表取締役社長 阿久津　和浩 東京都千代田区九段北4-2-35 中部統括支店金沢営業所 建設コンサル 土質及び基礎 県外

ランドブレイン（株） 代表取締役 吉武　祐一 東京都千代田区平河町1-2-10 名古屋事務所 測量 県外

ランドブレイン（株） 代表取締役 吉武　祐一 東京都千代田区平河町1-2-10 名古屋事務所 建築設計 県外

ランドブレイン（株） 代表取締役 吉武　祐一 東京都千代田区平河町1-2-10 名古屋事務所 建設コンサル 道路 県外

ランドブレイン（株） 代表取締役 吉武　祐一 東京都千代田区平河町1-2-10 名古屋事務所 建設コンサル 造園 県外

ランドブレイン（株） 代表取締役 吉武　祐一 東京都千代田区平河町1-2-10 名古屋事務所 建設コンサル 都市計画及び地方計画 県外

（株）利水社 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 能登営業所 測量 県内

（株）利水社 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 能登営業所 建設コンサル 施工計画、施工設備及び積算 県内

（株）利水社 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 能登営業所 補償コンサル 土地調査 県内

（株）利水社 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 能登営業所 補償コンサル 物件 県内

（株）利水社 代表取締役 市山　勉 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 能登営業所 補償コンサル 営業補償・特殊補償 県内

渡辺斉建築事務所 所長 渡邊　齊 石川県七尾市一本杉町39 建築設計 県内


