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建設関連業務委託 

競争入札参加資格者名簿 

 

 

 

 

雫 石 町 



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者名 受任者電話 受任者 FAX                 希望業種区分         

1/17 

2063 ｱｲｴﾇｴｰｼﾝｹﾝﾁｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ (株)ＩＮＡ新建築研究所 

東京都文京区白山三丁目 1 番 8 号 

代表取締役社長 加藤 朋行 03-5802-3221 03-5802-3220 

宮城県仙台市若林区新寺 1-2-26 

支社長 加藤 登士樹 022-292-3656 022-257-5561 

建築 

土木 

 

2089 ｱｸｱｼﾞｵﾃｸﾉ (株)アクアジオテクノ 

北海道札幌市白石区本郷通九丁目北 4 番 5 号 

代表取締役 石塚 学 011-866-5522 011-866-5521 

  011-866-5522 011-866-5521 

土木 地質 

 

2004 ｱｻﾉﾀｲｾｲｷｿｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ (株)アサノ大成基礎エンジニアリング 

東京都台東区北上野二丁目 8 番 7 号 

代表取締役 平山 光信 03-5246-4150 03-5246-4193 

岩手県盛岡市中央通 3-3-20 

所長 百岡 一志 019-613-8882 019-652-2300 

測量 

土木 

地質 

 

2119 ｱｻﾋﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 旭ボーリング(株) 

岩手県北上市鬼柳町都鳥 186 番地 1 

代表取締役 髙橋 和幸 0197-67-3121 0197-67-3143 

 

測量 

土木 

地質 

 

2069 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ アジア航測(株) 

東京都新宿区西新宿六丁目 14 番 1 号 新宿ｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰﾋﾞﾙ 

代表取締役 小川 紀一朗 03-5909-4181 03-3348-2248 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 14-10 岩手地所盛岡駅前ﾋﾞﾙ 

支店長 箱石 剛 019-604-3880 019-604-3888 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2009 ｱｽﾞｻｾｯｹｲ (株)梓設計 

東京都品川区東品川二丁目 1 番 11 号 

代表取締役社長 杉谷 文彦 03-6710-0800 03-6710-0380 

宮城県仙台市宮城野区榴岡 4-2-3 

所長 伊藤 雄一 022-742-3410 022-742-3415 

建築 

土木 

 

2181 ｱﾄﾘｴｹｲ (株)アトリエ・Ｋ 

東京都中央区築地二丁目 14 番 4 号 

代表取締役 杉浦 定雄 03-3541-6336 03-3541-6525 

 

建築 

 

 

2172 ｱﾄﾘｴﾉﾙﾄﾞ (株)アトリエノルド 

岩手県盛岡市永井 22 地割 48 番 3 

代表取締役 小針 智幸 019-614-3222 019-614-3221 

 

建築 

 

 

2032 ｲｺﾞｻﾜｾｯｹｲ (有)伊五沢設計 

岩手県盛岡市みたけ四丁目 8 番 40 号 

代表取締役 伊五澤 和宣 019-641-5755 019-681-0766 

 

建築 

 

 

2011 ｲｼｶﾜｾｯｹｲ (株)石川設計 

青森県十和田市西二十二番町 2 番 41 号 

代表取締役 石川 正憲 0176-25-2100 0176-25-2101 

 

建築 

 

 

2171 ｲｼﾓﾄｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ (株)石本建築事務所 

東京都千代田区九段南四丁目 6 番 12 号 

代表取締役社長 長尾 正高 03-3221-8926 03-3237-7495 

 

建築 

土木 

 

2039 ｲﾁｿｸｾｯｹｲ (株)一測設計 

岩手県一関市萩荘字竹際 33 番地 5 

代表取締役 八木 秀一 0191-24-2222 0191-24-3939 

 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2154 ｲﾜﾃｶｲﾊﾂｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ (株)岩手開発測量設計 測量 地質 



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者名 受任者電話 受任者 FAX                 希望業種区分         
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岩手県盛岡市上堂三丁目 18 番 33 号 

代表取締役 菊地 信和 019-645-1123 019-646-3729 

 

土木 補償 

2077 ｲﾜﾃｹﾝｺｳｷｮｳｼｮｸﾀｸﾄｳｷﾄﾁｶｵｸﾁｮｳｻｼｷｮｳｶｲ (公社)岩手県公共嘱託登記土地家屋

調査士協会 

岩手県盛岡市中野 1 丁目 20 番 33 号 

代表理事 安保 豊人 019-625-3200 019-625-8978 

 

 補償 

2102 ｲﾜﾃｹﾝｼｻﾝﾋｮｳｶｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ 協同組合岩手県資産評価システムセンター 

岩手県盛岡市大通一丁目 3 番 4 号 

代表理事 大下 智 019-622-8483 019-622-8485 

 

 補償 

2078 ｲﾜﾃｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)岩手建設コンサルタント 

岩手県盛岡市中央通三丁目 3 番 2 号 

代表取締役 佐藤 一治 019-654-4775 019-651-4775 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2043 ｲﾜﾃｹﾝﾁｻﾝﾘﾝﾄﾞｳｷｮｳｶｲ (一社)岩手県治山林道協会 

岩手県盛岡市加賀野二丁目 8 番 4 号 

会長 細井 洋行 019-622-5697 019-623-1183 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2079 ｴｲﾃｯｸ (株)エイテック 

東京都渋谷区本町四丁目 12 番 7 号 

代表取締役 橘 義規 03-6311-8150 03-6311-8155 

岩手県盛岡市中央通 3-9-6 

所長 熊谷 清正 019-658-9711 019-658-9712 

測量 

土木 

地質 

補償 

2126 ｴｲﾄｷﾞｼﾞｭﾂ エイト技術(株) 

青森県八戸市城下二丁目 9 番 10 号 

代表取締役 佐藤 富一 0178-47-2121 0178-46-3939 

 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2007 ｴｲﾄﾆﾎﾝｷﾞｼﾞｭﾂｶｲﾊﾂ (株)エイト日本技術開発 

岡山県岡山市北区津島京町三丁目 1 番 21 号 

代表取締役 小谷 裕司 086-252-8917 086-252-7509 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 16-21 

支店長 武田 俊行 019-653-1731 019-653-1722 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2192 ｴｰｱｲｴｽｿｳｺﾞｳｾｯｹｲ AIS 総合設計(株) 

栃木県宇都宮市明保野町２番 10 号 

代表取締役社長 佐々木 宏幸 028-634-6010 028-634-6369 

 

建築 

 

 

2131 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ エヌエス環境(株) 

東京都港区芝公園一丁目 2 番 9 号 

代表取締役 浅野 幸雄 03-3432-5451 03-3432-2191 

岩手県盛岡市みたけ 4-3-33 

支店長 加茂 司 019-643-8911 019-643-8914 

測量 

建築 

土木 

地質 

 

2190 ｴﾇｼﾞｪｰｴｽ (株)NJS 

東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 

代表取締役社長 村上 雅亮 03-6324-4355 03-6324-4356 

岩手県盛岡市下ノ橋町 1-10 

所長 土屋 剛 019-652-0147 019-652-0147 

土木 地質 

補償 

2158 ｴﾇﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)エヌティーコンサルタント 

岩手県盛岡市高松二丁目 35 番 28 号 

代表取締役 田口 敬芳 019-662-3871 019-662-3882 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2180 ｴﾇﾃｨｰｼｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ NTC コンサルタンツ(株) 測量 地質 



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者名 受任者電話 受任者 FAX                 希望業種区分         
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愛知県名古屋市中区錦二丁目 4 番 15 号 

代表取締役社長 大村 仁 052-229-1701 052-229-1702 

宮城県仙台市泉区泉中央 4-15-7 

取締役支社長 月館 瑞寛 022-771-8375 022-771-8376 

建築 

土木 

補償 

2170 ｵｳﾖｳﾁｼﾂ 応用地質(株) 

東京都千代田区神田美土代町 7 番地 

代表取締役 成田 賢 03-5577-4501 03-5577-4939 

岩手県盛岡市本宮 4-1-1 

営業所長 山田 隆之 019-635-7662 019-635-7720 

測量 

土木 

地質 

 

2034 ｵｵｸﾎﾞｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ (有)大久保建築設計事務所 

岩手県盛岡市西仙北一丁目 19 番 14 号 

代表取締役 大久保 貞輔 019-635-7801 019-635-7830 

 

建築 

 

 

2024 ｵｵﾊﾞ (株)オオバ 

東京都千代田区神田錦町三丁目 7 番 1 号 

代表取締役 辻本 茂 03-5931-5802 03-5931-5861 

岩手県盛岡市中央通 3-3-2 

支店長 忠海 和広 019-651-6231 019-651-6237 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2087 ｵｵﾊﾀｹﾝﾁｸｾｯｹｲ (株)大畑建築設計 

岩手県久慈市川崎町 16 番 24 号 

代表取締役 大畑 一男 0194-52-1244 0194-52-1347 

 

建築 

 

 

2145 ｵｶﾉｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾐｼｮ (株)岡野建築設計事務所 

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目 20 番 9 号 

代表取締役 岡野 雄太 03-3404-0359 03-3479-8217 

岩手県盛岡市菜園 2-8-18-704 

所長 神田 政志 019-681-8639 019-601-4800 

建築 

 

 

2149 ｵｸﾔﾏﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 奥山ボーリング(株) 

秋田県横手市神明町 10 番 39 号 

代表取締役 奥山 信吾 0182-32-3475 0182-33-1447 

岩手県盛岡市月が丘 1-27-17 

所長 高橋 由紀夫 019-641-8800 019-641-8810 

土木 地質 

 

2116 ｵｻﾅｲｽｲｹﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ (株)長内水源工業 

岩手県盛岡市北山二丁目 27 番 1 号 

代表取締役 長内 信平 019-662-2201 019-684-2664 

 

 地質 

 

2174 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ (株)オリエンタルコンサルタンツ 

東京都渋谷区本町三丁目 12 番 1 号 

代表取締役社長 野崎 秀則 03-6311-7551 03-6311-8011 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 15-17 

所長 大沼 律之 019-626-7013 019-626-7014 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2044 ｵﾘｴﾝﾄｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ (株)オリエント測量設計 

岩手県盛岡市中野一丁目 3 番 5 号 

代表取締役 鈴木 康義 019-601-2660 019-601-2665 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2147 ｵﾘｼﾞﾅﾙｾｯｹｲ オリジナル設計(株) 

東京都渋谷区元代々木町 30 番 13 号 

代表取締役社長 菅 伸彦 03-6757-8800 03-6757-8807 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 16-21 

所長 橋本 宏幸 019-651-8756 019-651-8737 

建築 

土木 

地質 

 

2001 ｶｸﾀﾞﾃｲﾅﾊﾞｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ (有)角舘稲葉設計事務所 

岩手県盛岡市稲荷町 2 番 56 号 

代表取締役 稲葉 雄一 019-646-9990 019-646-9970 

建築 
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2127 ｶﾜｻｷﾁｼﾂ 川崎地質(株) 

東京都港区三田二丁目 11 番 15 号 

代表取締役社長 坂上 敏彦 03-5445-2071 03-5445-2073 

岩手県盛岡市北山 2-17-26 

所長 安保 一宏 019-665-2257 019-665-2258 

土木 地質 

 

2183 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼｮ (株)環境技術研究所 

大阪府大阪市西区阿波座一丁目 3 番 15 号 

代表取締役 篠田 公平 06-6532-2837 06-6532-9025 

宮城県仙台市青葉区本町 1-12-12 

支店長 河野 亮 022-778-0237 050-3786-6913 

建築 

土木 

 

2029 ｶﾝｷｮｳｹｲｶｸｺｳﾎﾞｳ (有)環境計画工房 

岩手県盛岡市月が丘三丁目 16 番 5 号 

代表取締役 濱端 俊一 019-645-0380 019-645-0378 

 

建築 

 

 

2142 ｶﾝｿｳｹﾝ (株)管総研 

兵庫県尼崎市浜一丁目 1 番 1 号 

代表取締役社長 三好 秀幸 06-6470-6300 06-4960-4560 

東京都中央区日本橋本石町 3-3-10 

支店長 柳谷 光彦 03-5205-1990 03-5205-1994 

土木  

2115 ｷｸﾁｷﾞｹﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)菊池技研コンサルタント 

岩手県大船渡市赤崎町字石橋前 6 番地 8 

代表取締役 菊池 透 0192-27-0835 0192-27-0836 

 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2144 ｷｿｼﾞﾊﾞﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 基礎地盤コンサルタンツ(株) 

東京都江東区亀戸一丁目 5 番 7 号 

代表取締役 岩﨑 公俊 03-6861-8800 03-6861-8894 

岩手県盛岡市本宮 1-5-23 

所長 中田 一夫 019-636-0920 019-636-0930 

測量 

土木 

地質 

補償 

2103 ｷﾀｲｾｯｹｲ キタイ設計(株) 

滋賀県近江八幡市安土町上豊浦 1030 番地 

代表取締役 梶 雅弘 0748-46-2336 0748-46-4962 

岩手県盛岡市高松 1-11-40 

所長 崎田 郁 019-665-2522 019-665-2523 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2018 ｷﾀﾄｳﾎｸｾｯｹｲ 北東北設計(株) 

岩手県花巻市大迫町大迫第 11 地割 18 番地 1 

代表取締役 藤原 繁 0198-48-3266 0198-48-3277 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2045 ｷﾀﾆﾎﾝｱｻﾋｺｳﾖｳ (株)北日本朝日航洋 

岩手県盛岡市門二丁目 1 番 1 号 

代表取締役 岩尾 哲二 019-651-5311 019-651-5316 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2188 ｷﾑﾗｾｯｹｲｴｰﾃｨｰ (株)木村設計Ａ・Ｔ 

岩手県花巻市下小舟渡 237 番地 3 

代表取締役 木村 直樹 0198-23-3818 0198-23-3291 

 

建築 

 

 

2031 ｷｮｳｲｸｼｾﾂｹﾝｷｭｳｼｮ (株)教育施設研究所 

東京都中央区日本橋本町三丁目 4 番 7 号 

代表取締役 髙宗 吉伸 03-3548-3250 03-3548-3258 

宮城県仙台市青葉区一番町 1-14-32 

所長 青山 博 022-221-8511 022-221-8512 

建築 

 

 

2110 ｷｮｳﾄﾞｳﾁｼﾂｺﾝﾊﾟﾆｵﾝ (株)共同地質コンパニオン 

岩手県盛岡市川目第 11 地割 4 番地の 2 

測量 

土木 

地質 
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代表取締役 田村 元伸 019-653-2050 019-623-0819 

 

2162 ｷｮｳﾜｶｲﾊﾂ (株)共和開発 

岩手県奥州市衣川表 96 番地 

代表取締役 佐藤 信治 0197-52-3939 0197-52-3278 

 

 地質 

 

2161 ｷｮｳﾜｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ (株)協和コンサルタンツ 

東京都渋谷区笹塚一丁目 62 番 11 号 

代表取締役 山本 満 03-3376-1205 03-3376-1842 

岩手県盛岡市南仙北 1-20-14 

所長 御法川 崇 019-601-6720 019-601-6721 

建築 

土木 

地質 

補償 

2135 ｷｮｸﾄｳｷﾞｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)極東技工コンサルタント 

大阪府吹田市南金田二丁目 3 番 26 号 

代表取締役 村岡 基 06-6384-7771 06-6338-8732 

岩手県盛岡市住吉町 12 番 9 号 

所長 髙橋 祐二 019-681-3317 019-681-3317 

土木  

2168 ｸｼﾞｾｯｹｲ (株)久慈設計 

岩手県盛岡市紺屋町 3 番 11 号 

代表取締役 久慈 竜也 019-624-2020 019-622-7720 

 

建築 

 

 

2118 ｸｼﾞｾｯｹｲﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ (株)久慈設計東日本 

宮城県仙台市青葉区八幡五丁目 3 番 11 号 

代表取締役 久慈 竜也 022-727-8780 022-727-8781 

岩手県盛岡市紺屋町 3-11 

盛岡支店長 櫻木 勲 019-604-8205 019-604-8206 

建築 

 

 

2094 ｸｽﾔﾏｾｯｹｲ (株)楠山設計 

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目 3 番 16 号 ｵｰ･ｴｯｸｽ芭蕉の辻ﾋﾞﾙ 

代表取締役 島田 俊雄 022-224-1207 022-215-4282 

 

建築 

 

 

2035 ｹｲｽﾞｸﾘｴｲﾂ (有)ケイズクリエイツ 

岩手県盛岡市加賀野四丁目 9 番 7 号 

代表取締役 片島 徹 019-604-1810 019-604-1815 

 

建築 

 

 

2187 ｹｰｼｰｴｽ (株)ケー・シー・エス 

東京都文京区小石川一丁目 1 番 17 号 

代表取締役 長瀬 雅美 03-6240-0581 03-6240-1591 

岩手県大船渡市盛町字宇津野沢 8-5 

所長 佐野 正 0192-22-7981 0192-22-7980 

土木  

2060 ｹﾝｾﾂｶﾝｷｮｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ (株)建設環境研究所 

東京都豊島区東池袋二丁目 23 番 2 号 

代表取締役社長 富田 邦裕 03-3988-1818 03-3988-2158 

岩手県盛岡市大通 3-6-19-301 

所長 磯島 晶雄 019-629-3033 019-629-3034 

土木 地質 

 

2075 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ (株)建設技術研究所 

東京都中央区日本橋浜町三丁目 21 番 1 号 

代表取締役社長 村田 和夫 03-3668-0451 03-5695-1881 

岩手県盛岡市大通 3-3-10 

所長 小澤 孝太郎 019-653-9631 019-653-9635 

建築 

土木 

地質 

 

2062 ｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ (株)現代建築設計事務所 

岩手県盛岡市青山一丁目 19 番 49 号 

代表取締役 村上 学 019-647-1400 019-647-1405 

 

建築 

 

 

2020 ｺｳﾜ (株)興和 土木 地質 
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新潟県新潟市中央区新光町 6 番地 1 

代表取締役 池野 正志 025-281-8811 025-281-8832 

宮城県仙台市太白区富沢 4-4-2 

支店長 相田 浩行 022-743-1680 022-743-1686 

 

2107 ｺｸｻｲｶｲﾊﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ (株)国際開発コンサルタンツ 

東京都新宿区新宿六丁目 27 番 56 号 

代表取締役 石栗 敏和 03-5291-1511 03-5291-1522 

宮城県仙台市青葉区一番町 1-5-25 

取締役支店長 佐々木 勝彦 022-225-6201 022-261-4630 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2076 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 国際航業(株) 

東京都千代田区六番町 2 番地 

代表取締役社長 土方 聡 03-3262-6221 03-3262-7020 

岩手県盛岡市長田町 6-7（クリエ 21） 

支店長 宇美 雅博 019-604-2500 019-653-7214 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2156 ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ 国土情報開発(株) 

東京都世田谷区池尻二丁目 7 番 3 号 

代表取締役社長 羽田 寛 03-5481-3000 03-5481-3030 

 

測量 

 

 

2071 ｺｸﾄﾞﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂ 国土防災技術(株) 

東京都港区虎ノ門三丁目 18 番 5 号 

代表取締役 辻 裕 03-3436-3673 03-3432-3787 

岩手県盛岡市中央通 3-15-17（岩手県森林組合会館） 

支店長 佐藤 達也 019-651-9438 019-651-9104 

測量 

土木 

地質 

補償 

2169 ｺｻｶｷﾞｹﾝ (株)コサカ技研 

青森県八戸市大字長苗代字上碇田 56 番地 2 

代表取締役 小林 信三 0178-27-3444 0178-27-3496 

岩手県盛岡市本宮 1-2-1 

盛岡営業所長 齋藤 紘二 019-656-5225 019-635-3510 

測量 

土木 

地質 

補償 

2064 ｺﾝﾔﾀｸﾐｹﾝﾁｸｹｲｶｸｺｳﾎﾞｳ 近谷宅美・建築計画工房 

岩手県盛岡市西青山一丁目 17 番 22 号 

代表 近谷 宅美 019-647-3020 019-647-3935 

 

建築 

 

 

2146 ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ (株)サーベイリサーチセンター 

東京都荒川区西日暮里二丁目 40 番 10 号 

代表取締役 藤澤 士朗 03-3802-6711 03-3802-6730 

宮城県仙台市青葉区一番町 2-4-1 

所長 千葉 記章 022-225-3871 022-225-3866 

土木  

2057 ｻｶﾘｿｳｺﾞｳｾｯｹｲ (株)盛総合設計 

宮城県仙台市青葉区上杉三丁目 3 番 16 号 

代表取締役社長 栗原 將光 022-222-6887 022-224-2397 

 

建築 

 

 

2153 ｻｻｷｱｷﾗｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ (有)佐々木章設計事務所 

岩手県盛岡市北山二丁目 2 番 58 号 

代表取締役 佐々木 章 019-661-8222 019-661-8221 

 

建築 

 

 

2125 ｻﾄｳｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ (株)佐藤総合計画 

東京都墨田区横綱二丁目 10 番 12 号 

代表取締役 細田 雅春 03-5611-7201 03-5611-7226 

宮城県仙台市青葉区一番町 4-6-1 

執行役員東北オフィス代表 早川 謙二 022-261-7511 022-213-1946 

建築 

土木 

 

2030 ｻﾝｴｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ サンエスコンサルタント(株) 

岩手県盛岡市本宮字水門 16 番地 2 

代表取締役 鈴木 清士 019-635-0194 019-637-3713 

測量 

土木 

地質 

補償 



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者名 受任者電話 受任者 FAX                 希望業種区分         

7/17 

 

2091 ｻﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂ (株)三協技術 

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目 8 番 14 号 

代表取締役 高橋 郁 022-224-5503 022-224-5526 

岩手県盛岡市菜園 1-3-6 

支店長 菊池 俊彦 019-681-7483 019-681-7484 

測量 

土木 

地質 

補償 

2003 ｻﾝｺｳｾｯｹｲｼｬ (株)三衡設計舎 

岩手県盛岡市紺屋町 4 番 28 号 

代表取締役社長 勝部 敬次 019-623-3631 019-623-3441 

 

建築 

 

 

2186 ｻﾝｽｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)三水コンサルタント 

大阪府大阪市北区中島六丁目 2 番 40 号 

代表取締役社長 山﨑 義広 06-6447-8181 06-6447-8196 

岩手県盛岡市北夕顔瀬町 7-32 

所長 齋藤 正樹 019-647-7032 019-647-7034 

土木 地質 

 

2081 ｻﾝﾕｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ (株)三祐コンサルタンツ 

愛知県名古屋市東区代官町 35 番 16 号 

取締役社長 久野 格彦 052-933-7801 052-933-7851 

宮城県仙台市青葉区五橋 2-11-1 

仙台支店長 久野 叔彦 022-263-1857 022-263-1859 

測量 

土木 

地質 

補償 

2155 ｻﾝﾜｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)三和技術コンサルタント 

山形県村山市楯岡二日町 7 番 21 号 

代表取締役 佐藤 修司 0237-55-3535 0237-55-3526 

 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2083 ｼﾞｪｲｱｰﾙﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ ＪＲ東日本コンサルタンツ(株) 

東京都品川区西品川一丁目 1 番 1 号 

代表取締役 栗田 彰寿 03-5435-7619 03-5435-7647 

宮城県仙台市宮城野区東六番丁 31 番 2 号 

取締役支店長 古山 章一 022-211-0873 022-211-0874 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2059 ｼｽﾃﾑｷｶｸｾｯｹｲ システム企画設計(株) 

宮城県仙台市宮城野区東仙台五丁目 21 番 67 号 

代表取締役 鈴木 徹男 022-291-5173 022-291-0354 

 

土木  

2027 ｼﾞｬｽﾄｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)ジャスト・コンサルタント 

岩手県盛岡市上堂三丁目 18 番 20 号 

代表取締役 中浜 孝行 019-645-2200 019-688-5632 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2159 ｼｮｳﾜ 昭和(株) 

東京都千代田区平河町 1-7-21 

代表取締役 本島 哲也 03-5276-8777 03-5276-8787 

岩手県盛岡市長田町 1-5 

所長 吉田 泰次 019-623-2410 019-623-3026 

測量 

建築 

土木 

補償 

2182 ｼｮｳﾜﾄﾞﾎﾞｸｾｯｹｲ (株)昭和土木設計 

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目 1 番 23 号 

代表取締役 村上 功 019-638-6834 019-638-6389 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2129 ｼﾗﾊﾏｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ (有)白浜建築設計事務所 

岩手県盛岡市浅岸一丁目 12 番 12 号 

代表取締役 白浜 成朗 019-652-2548 019-652-2551 

 

建築 

 

 

2051 ｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙ (株)シン技術コンサル 

北海道札幌市白石区栄通二丁目 8 番 30 号 

代表取締役 志村 一夫 011-859-2600 011-859-2613 

測量 
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宮城県仙台市太白区中田五丁目 3-21 南仙台広瀬ﾋﾞﾙ 3 階 

支店長 小山内 良一 022-741-2850 022-741-2853 

2111 ｼﾝｺｳｾﾂﾋﾞｾｯｹｲ (株)振興設備設計 

岩手県盛岡市馬場町 5 番 23 号 

代表取締役 柏崎 幸子 019-651-5399 019-651-5395 

 

建築 

 

 

2128 ｼﾝﾄｳﾖｳｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)新東洋技術コンサルタント 

宮城県仙台市宮城野区大梶 10 番 19 号 

代表取締役社長 我孫子 彰 022-293-3125 022-293-3129 

 

測量 

土木 

 

2010 ｼﾝﾆﾎﾝｺｳｴｲ 新日本工営(株) 

岩手県花巻市中根子字堂前 4 番地 1 

代表取締役 小林 和雄 0198-23-5095 0198-23-1150 

 

測量 

土木 

 

2026 ｼﾝﾆﾎﾝｾｯｹｲ 新日本設計(株) 

長野県長野市稲葉 2561 番地 

代表取締役 吉澤 隆美 026-266-9600 026-266-9611 

岩手県盛岡市本宮 2-23-17 

常務取締役支社長 滝沢 彰 019-631-1313 019-631-1670 

測量 

建築 

土木 

地質 

 

2189 ｽｽﾞｷｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ (株)鈴木測量設計 

岩手県宮古市磯鶏沖 12 番 18 号 

代表取締役 鈴木 史章 0193-64-0326 0193-64-0327 

 

測量 

土木 

補償 

2056 ｽｽﾞﾏｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ (株)スズマ測量設計 

岩手県久慈市新中の橋第 37 地割 101 番地 13 

代表取締役 下川原 章勝 0194-52-2525 0194-52-2531 

 

測量 

土木 

補償 

2123 ｾｲﾜｷﾞｼﾞｭﾂ (株)成和技術 

山形県尾花沢市若葉町四丁目 1 番 1 号 

代表取締役 佐々木 浩二 0237-23-2222 0237-23-2611 

 

測量 

建築 

土木 

補償 

2092 ｾｷｸｳｶﾝｾｯｹｲ (株)関・空間設計 

宮城県仙台市青葉区本町二丁目 1 番 8 号 

代表取締役社長 渡邉 宏 022-398-9161 022-398-9162 

 

建築 

 

 

2061 ｾﾝｾﾝｿｸﾘｮｳ (有)先先測量 

岩手県花巻市高木第 20 地割 100 番地 1 

代表取締役 山影 康弥 0198-23-0002 0198-22-5599 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2175 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ セントラルコンサルタント(株) 

東京都中央区晴海二丁目 5 番 24 号 

代表取締役社長 木原 一行 03-3532-8031 03-3532-8022 

岩手県盛岡市向中野一丁目 12-6 

所長 石井 賢司 019-656-5610 019-656-5612 

測量 

建築 

土木 

地質 

 

2046 ｾﾞﾝﾘﾝ (株)ゼンリン 

福岡県北九州市戸畑区中原新町 3-1 

代表取締役 髙山 善司 093-882-9050 093-882-9100 

宮城県仙台市青葉区本町 1-12-7 

エリアグループ長 福元 宏 022-261-5563 022-227-3605 

測量 

 

 

2070 ｿｳｺﾞｳｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)綜合技術コンサルタント 

東京都江東区亀戸七丁目 6 番 4 号 

代表取締役社長 牧田 孝二 03-5875-2925 03-5875-2948 

岩手県盛岡市中央通 3-7-1 

土木 地質 
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所長 菊池 一成 019-604-6800 019-604-6801 

2184 ｿｳｺﾞｳｾｯｹｲｹﾝｷｭｳｼｮ (株)総合設計研究所 

東京都千代田区飯田橋四丁目 9 番 4 号 

代表取締役 木村 弘 03-3263-5954 03-3263-7996 

岩手県盛岡市上堂 2-3-50 

東北事務所長 大瀧 英知 019-647-8211 019-647-8212 

土木  

2040 ｿｳｺﾞｳﾄﾞﾎﾞｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ (株)総合土木コンサルタンツ 

岩手県一関市萩荘字金ケ崎 33 番地 1 

代表取締役 佐々木 知徳 0191-24-2487 0191-24-3334 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2179 ﾀﾞｲｲﾁｺｳｷﾞｮｳ 第一航業(株) 

東京都杉並区阿佐谷北三丁目 41 番 12 号 

代表取締役 曽野 哲人 03-3339-2191 03-3310-9396 

岩手県一関市萩荘字竹際 39-1 

支社長 鈴木 茂 0191-24-3993 0191-24-3368 

測量 

土木 

地質 

補償 

2137 ﾀﾞｲｹﾝｾｯｹｲ (株)大建設計 

大阪府大阪市西区京町堀一丁目 13 番 20 号 

代表取締役社長 平岡 省吉 06-6449-6800 06-6449-6829 

宮城県仙台市青葉区一番町二丁目 2-11 

事務所長 安田 慎治 022-213-8041 022-213-8043 

建築 

土木 

 

2148 ﾀﾞｲﾄｳｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸ (株)大東環境科学 

岩手県盛岡市津志田西一丁目 2 番 23 号 

代表取締役 小山 克也 019-698-2671 019-697-1660 

 

土木  

2143 ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大日本コンサルタント(株) 

東京都豊島区駒込三丁目 23 番 1 号 

代表取締役社長執行役員 新井 伸博 03-5394-7611 03-5394-7625 

岩手県盛岡市大通 1-11-13 

所長 永山 芳伸 019-624-0403 019-624-4430 

建築 

土木 

地質 

 

2136 ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)ダイヤコンサルタント 

東京都千代田区三番町 6 番地 3 

代表取締役 野口 泰彦 03-3221-3205 03-3221-3209 

岩手県盛岡市菜園 1-3-6 

所長 天上 清人 019-606-3175 019-606-3176 

土木 地質 

 

2166 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース(株) 

大阪府大阪市中央区農人橋二丁目 1 番 36 号 

代表取締役 森田 俊作 06-6942-8011 06-6942-8051 

岩手県盛岡市西仙北 1-16-10 

支店長 池田 康二 019-631-1520 019-635-8550 

建築 

 

 

2048 ﾀｶﾊｼｲｻｵｾｯｹｲ (株)高橋勲設計 

岩手県盛岡市菜園一丁目 11 番 4 号 

代表取締役 高橋 武己 019-681-6331 019-681-6332 

 

建築 

 

 

2065 ﾀｶﾊｼｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ (株)高橋建築設計事務所 

岩手県花巻市西大通り二丁目 8 番 19 号 

代表取締役 高橋 金敏 0198-22-4055 0198-22-4057 

 

建築 

 

 

2080 ﾀｹﾀﾞﾋﾞｼｾｯｹｲ (株)武田菱設計 

岩手県盛岡市志家町 4 番 11 号 

代表取締役 武田 裕次 019-653-6311 019-651-3500 

 

建築 

 

 

2108 ﾀｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ (株)タックエンジニアリング 

岩手県盛岡市津志田西二丁目 3 番 20 号 

測量 

土木 

地質 

補償 
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本店所在地 
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代表取締役 安野 雅満 019-638-2001 019-638-2003 

 

2033 ﾀﾅｶｷﾞｹﾝ (有)田中技研 

岩手県盛岡市中太田新田 20 番 105 

取締役 田中 和弘 019-658-0866 019-658-0867 

 

測量 

土木 

 

2047 ﾀﾏﾉｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 玉野総合コンサルタント(株) 

愛知県名古屋東区東桜二丁目 17 番 14 号 

代表取締役社長 西村 正直 052-979-9222 052-979-9223 

岩手県盛岡市本宮 4-1-6 

所長 野田 浩之 019-636-3621 019-636-2770 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2038 ﾁｲｷｶﾝｷｮｳｹｲｶｸ (株)地域環境計画 

岩手県盛岡市紺屋町 6 番 27 号 

代表取締役 菊池 忠志 019-651-0210 019-651-0241 

 

建築 

 

 

2185 ﾁﾈﾂｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 地熱エンジニアリング(株) 

岩手県滝沢市大釜大清水 356 番地 6 

代表取締役社長 柳谷 茂夫 019-691-9300 019-691-9301 

岩手県滝沢市大釜大清水 356 番地 6 

盛岡営業所長 小松 亮 019-691-9305 019-691-9301 

測量 

土木 

地質 

 

2016 ﾁｭｳｵｳｶｲﾊﾂ 中央開発(株) 

東京都新宿区西早稲田三丁目 13 番 5 号 

代表取締役 瀨古 一郎 03-3208-3111 03-3208-3127 

岩手県盛岡市津志田中央 3 丁目 18-50-11 

所長 三浦 正人 019-637-7223 019-637-7233 

土木 地質 

 

2066 ﾁｭｳｵｳｹﾝﾃﾂ 中央建鉄(株) 

東京都新宿区高田馬場二丁目 2 番 13 号 

代表取締役 平石 雅也 03-3232-5131 03-3232-5630 

宮城県仙台市宮城野区銀杏町 20-29 

支店長 丹野 隆一 022-292-6911 022-292-6966 

建築 

 

地質 

補償 

2073 ﾁｭｳｵｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 中央コンサルタンツ(株) 

愛知県名古屋市西区那古野二丁目 11 番 23 号 

代表取締役 藤本 博史 052-551-2541 052-551-2540 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 15-19 

所長 滝島 哲郎 019-624-2541 019-624-1260 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2042 ﾁｭｳｵｳﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ (株)中央ボーリング 

岩手県花巻市南万丁目 1422 番地 2 

代表取締役 鎌田 憲幸 0198-24-6628 0198-22-4408 

 

 地質 

 

2173 ﾁｮｳﾀﾞｲ (株)長大 

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目 20 番 4 号 

代表取締役社長 永冶 泰司 03-3639-3301 03-3639-3366 

岩手県盛岡市中央通一丁目 9 番 11 号 

所長 庄司 敏彦 019-606-3555 019-606-3556 

測量 

建築 

土木 

地質 

 

2100 ﾁﾖﾀﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)千代田コンサルタント 

東京都千代田区神田須田町二丁目 6 番地 

代表取締役社長 濱田 忠 03-3527-1013 03-3527-1014 

岩手県宮古市宮町三丁目 10 番 70 号 

所長 赤木 恵 0193-65-1169 0193-65-1170 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2152 ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 電気興業(株) 

東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号 

代表取締役社長 松澤 幹夫 03-3216-1671 03-3216-1669 

宮城県仙台市青葉区二日町 14-15 

建築 
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支店長 田中 啓之 022-722-1205 022-722-1208 

2124 ﾄｳｴｲｿｸﾘｮｳ 東栄測量(株) 

岩手県盛岡市神子田町 9 番 18 号 

代表取締役 佐藤 竹一 019-651-0528 019-651-0658 

 

測量 

 

 

2055 ﾄｳｶｲｷﾞｼﾞｭﾂ (株)東開技術 

岩手県奥州市水沢字高網 33 番地 

代表取締役 菊池 進 0197-24-1311 0197-23-2817 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2112 ﾄｳｷｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ (株)東京設計事務所 

東京都千代田区霞が関三丁目 7 番 1 号 霞が関東急ビル 

代表取締役 狩谷 薫 03-3580-2751 03-3580-2749 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 10 番 14 号 

所長 鈴木 昭仁 019-623-1336 019-623-2061 

測量 

建築 

土木 

地質 

 

2095 ﾄｳｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ (株)東光コンサルタンツ 

東京都豊島区東池袋四丁目 41 番 24 号 

代表取締役 堀 尚義 03-5956-5506 03-5956-5506 

岩手県盛岡市上田 3-14-26 

所長 長沼 清博 019-653-1005 019-621-8152 

土木 地質 

 

2072 ﾄｳﾆﾁｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東日設計コンサルタント(株) 

岩手県盛岡市向中野三丁目 5 番 46-101 号 

代表取締役 齊藤 勇藏 019-635-9565 019-635-7088 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2006 ﾄｳﾎｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東北エンジニアリング(株) 

岩手県滝沢市大石渡 2015 番地 

代表取締役 土門 高大 019-688-5611 019-688-5617 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2176 ﾄｳﾎｸｶｲﾊﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)東北開発コンサルタント 

宮城県仙台市青葉区大町二丁目 15 番 33 号 大町電力ﾋﾞﾙ新館 

代表取締役 田中 雅順 022-225-5661 022-225-5920 

岩手県盛岡市上田松屋敷 28 番 51 号 

所長 坂井 正孝 019-664-6025 019-664-6026 

測量 

建築 

土木 

地質 

 

2164 ﾄｳﾎｸﾁｼﾂｾﾝﾀｰ (株)東北地質センター 

岩手県北上市村崎野 15 地割 207 番 20 

代表取締役 田村 伸也 0197-66-6575 0197-66-6574 

 

 地質 

 

2178 ﾄｳﾎｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 東北ボーリング(株) 

宮城県仙台市若林区六丁の目元町 6 番 8 号 

代表取締役 熊谷 茂一 022-288-0321 022-288-0318 

岩手県一関市山目字中野 78-1-302 

所長 芳田 英昭 0191-48-4866 0191-48-4846 

測量 

土木 

地質 

 

2008 ﾄｳﾖｳ (株)東洋 

東京都東村山市秋津町五丁目 24 番 13 号 

代表取締役 菊山 宜文 042-392-4203 042-392-4206 

 

測量 

 

 

2141 ﾄｳﾖｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ (株)東洋設計事務所 

東京都文京区本郷三丁目 6 番 6 号 

代表取締役 青柳 司郎 03-3816-4051 03-3812-2836 

岩手県花巻市桜町 2-187-1 

所長 松崎 隆二 0198-24-6623 0198-24-6624 

測量 

建築 

土木 

地質 

 

2151 ﾄｰﾆﾁｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)トーニチコンサルタント 

東京都渋谷区本町一丁目 13 番 3 号 

代表取締役社長 川東 光三 03-3374-3552 03-3374-4599 

土木 地質 
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宮城県仙台市青葉区中央 2-7-30 

所長 平岡 克教 022-262-0243 022-224-0957 

2084 ﾄﾀﾞﾖｼｷﾌｳｹｲｹｲｶｸ (株)戸田芳樹風景計画 

神奈川県横浜市中区万代町三丁目 5 番 8 号 大久保ﾋﾞﾙ 303 

代表取締役 戸田 芳樹 03-3320-8601 03-3320-8610 

 

建築 

土木 

 

2036 ﾄﾞﾎﾞｸｷﾞｹﾝ (株)土木技研 

岩手県盛岡市津志田南二丁目 16 番 20 号 

代表取締役 海野 伸 019-638-8131 019-637-4375 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2014 ﾄﾐｵｶｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ (有)富岡エンジニアリング 

岩手県盛岡市門一丁目 20 番 14 号 

代表取締役 富岡 一也 019-654-2401 019-651-6878 

 

測量 

土木 

 

2025 ﾅｲｶﾞｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 内外エンジニアリング(株) 

京都府京都市南区久世中久世町一丁目 141 番地 

代表取締役社長 池田 正 075-933-5111 075-933-8866 

岩手県盛岡市本町通 2-11-31 

所長 直原 俊博 019-613-4672 019-613-4673 

測量 

土木 

地質 

補償 

2165 ﾅｶｲｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 中井測量設計(株) 

岩手県大船渡市三陸町吉浜字上野 29 番地 1 

代表取締役 中井 昭樹 0192-45-2341 0192-45-2324 

 

測量 

土木 

補償 

2157 ﾅｶｲﾄｼｹﾝﾁｸｾｯｹｲ (株)中居都市建築設計 

岩手県盛岡市南大通二丁目 1 番 20 号 

代表取締役 平谷 伸吾 019-654-2311 019-654-6681 

 

建築 

 

 

2013 ﾅｶﾆﾜｿｸﾘｮｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)中庭測量コンサルタント 

東京都大田区大森中一丁目 2 番 26 号 

代表取締役社長 中庭 基雄 03-5753-3300 03-5753-3625 

岩手県盛岡市厨川 4-8-7 

所長 朽木 秀夫 019-681-4560 019-681-4561 

測量 

土木 

地質 

補償 

2114 ﾅｶﾉｱｲｼｽﾃﾑ (株)ナカノアイシステム 

新潟県新潟市中央区鳥屋野 432 番地 

代表取締役社長 坂井 浩 025-284-2100 025-284-3600 

岩手県盛岡市前九年 2-12-1 

所長 大内 弘 019-648-3022 019-648-3023 

測量 

土木 

補償 

2037 ﾅｽｶ (有)ナスカ 

東京都新宿区戸山三丁目 15 番 1 号 

代表取締役 古谷 誠章 03-5272-4808 03-5272-4021 

 

建築 

 

 

2019 ﾅﾝﾌﾞｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ (株)南部測量設計 

岩手県奥州市水沢佐倉河字東幅 7 番地 

代表取締役 植田 義豊 0197-25-2255 0197-23-2648 

 

測量 

土木 

補償 

2121 ﾆﾁﾚｷ ニチレキ(株) 

東京都千代田区九段北四丁目 3 番 29 号 

代表取締役 小幡 学 03-3265-1511 03-3265-1510 

岩手県奥州市水沢工業団地 4-29 

所長 佐々木 史生 0197-24-7201 0197-24-7203 

測量 

土木 

 

2015 ﾆｯｶｲ (有)日開 

岩手県盛岡市北山一丁目 17 番 35 号 

取締役 宮原 正雄 019-651-0862 019-651-0855 

測量 

土木 
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2088 ﾆｯｹﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)日建技術コンサルタント 

大阪府大阪市中央区谷町六丁目 4 番 3 号 

代表取締役社長 平井 成典 06-6766-3900 06-6766-3910 

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目 3 番 11 号（Human 青葉通ﾋﾞﾙ） 

支社長 大江 拓巳 022-265-5505 022-265-5508 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2120 ﾆｯｻﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)日産技術コンサルタント 

大阪府大阪市中央区大手前一丁目 2 番 15 号 

代表取締役 宮脇 佳史 06-6944-0224 06-6944-3414 

宮城県仙台市青葉区上杉 1-6-10 

所長 髙木 信和 022-738-8593 022-738-8594 

測量 

建築 

土木 

地質 

 

2053 ﾆｯｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)日新技術コンサルタント 

東京都中央区日本橋堀留町一丁目 5 番 7 号 

代表取締役社長 柴田 功 03-5847-7850 03-5847-7860 

岩手県盛岡市東黒石野 2-2-22 

所長 齊藤 浩 019-907-2596 019-907-2620 

測量 

建築 

土木 

地質 

 

2022 ﾆｯｽｲｺﾝ (株)日水コン 

東京都新宿区西新宿六丁目 22 番 1 号 

代表取締役社長 野村 喜一 03-5323-6200 03-5323-6480 

岩手県盛岡市中央通 2-11-18 

事務所長 小澤 茂幸 019-653-9421 019-653-9422 

測量 

建築 

土木 

地質 

 

2005 ﾆｯﾃﾂｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 日鉄鉱コンサルタント(株) 

東京都港区芝 4-2-3 NMF 芝ビル 3 階 

代表取締役社長 大格 伸一郎 03-6414-2762 03-6414-2770 

岩手県盛岡市向中野二丁目 3 番 1 号 

支店長 森川 光善 019-635-1178 019-635-5001 

測量 

土木 

地質 

補償 

2160 ﾆｯﾃﾂｽﾐｷﾝｶﾝｷｮｳ 日鉄住金環境(株) 

東京都中央区京橋一丁目 18 番 1 号 

代表取締役 山本 郁也 03-6862-8700 03-6862-8711 

岩手県釜石市鈴子町 23-15 

センター長 堀江 亮平 0193-22-2141 0193-22-5989 

測量 

土木 

地質 

 

2106 ﾆﾎﾝｺｳｴｲ 日本工営(株) 

東京都千代田区麹町五丁目 4 番地 

代表取締役 有元 龍一 03-3238-8320 03-3238-8572 

岩手県盛岡市中央通 2-2-5 

所長 前田 宣雄 019-622-6491 019-622-6422 

建築 

土木 

地質 

補償 

2093 ﾆﾎﾝｽｲｺｳｾｯｹｲ 日本水工設計(株) 

東京都中央区勝どき三丁目 12 番 1 号 

代表取締役社長 本名 元 03-3534-5511 03-3534-5534 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 15-17 

所長 加藤 敏行 019-651-1051 019-651-2331 

建築 

土木 

地質 

 

2105 ﾆﾎﾝｽｲﾄﾞｳｾｯｹｲｼｬ (株)日本水道設計社 

東京都千代田区三番町 1 番地 

代表取締役 小林 信五 03-3263-8431 03-3263-8434 

岩手県盛岡市西松園 2-7-11 

盛岡出張所長 中嶋 春彦 019-662-2258 019-662-2259 

土木  

2101 ﾆﾎﾝﾁｶｽｲｶｲﾊﾂ 日本地下水開発(株) 

山形県山形市大字松原 777 番地 

代表取締役 桂木 宣均 023-688-6000 023-688-4122 

 

土木 地質 

 

2140 ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ (株)ニュージェック 

大阪府大阪市北区本庄東二丁目 3 番 20 号 

代表取締役 森本 浩 06-6374-4003 06-6374-5036 

建築 

土木 

地質 
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岩手県盛岡市中央通 2-2-5 

所長 佐藤 文昭 019-623-9791 019-623-9839 

2085 ﾈｸｻｽ (株)ネクサス 

岩手県盛岡市紺屋町 7 番 6 号 

代表取締役 中村 正 019-623-3218 019-623-5230 

 

土木  

2050 ﾈｸｽﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ネクストプランニング(株) 

岩手県盛岡市月が丘一丁目 26-52 安部ﾋﾞﾙ 204 号室 

代表取締役 竹田 勉 019-648-7755 019-618-6668 

 

測量 

土木 

地質 

 

2150 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ (株)乃村工藝社 

東京都港区台場二丁目 3 番 4 号 

代表取締役社長 榎本 修次 03-5962-1171 03-3570-2397 

 

建築 

 

 

2191 ﾉﾙﾑﾅﾙｵﾌｨｽ (有)ノルムナルオフィス 

宮城県仙台市青葉区二日町 16 番 20 号 

代表取締役 八重樫 直人 022-716-3111 022-716-3444 

 

建築 

 

 

2113 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ パシフィックコンサルタンツ(株) 

東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地 

代表取締役社長 重永 智之 03-6777-3561 03-3296-0545 

岩手県盛岡市開運橋通 1-1 

所長 加藤 誠司 019-623-6217 019-629-9223 

測量 

建築 

土木 

地質 

 

2138 ﾊﾟｽｺ (株)パスコ 

東京都目黒区東山一丁目 1 番 2 号 

代表取締役 島村 秀樹 03-3715-2638 03-3715-2637 

岩手県盛岡市茶畑 1-17-10 

支店長 大畑 仁 019-622-0134 019-652-5514 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2049 ﾊｯｼｭｳ (株)八州 

東京都江東区木場五丁目 8 番 40 号 

代表取締役 平野 巖 03-0546-1901 03-5245-5061 

岩手県盛岡市盛岡駅前北通 1-10 

支社長 大西 久 019-654-5001 019-654-5002 

測量 

土木 

地質 

補償 

2117 ﾊﾘｳｼｮｳｲﾁｹﾝﾁｸｹﾝｷｭｳｼｮ (株)針生承一建築研究所 

宮城県仙台市青葉区上杉一丁目 10 番 25-501 号 

代表取締役 針生 承一 022-263-3580 022-263-8221 

 

建築 

 

 

2096 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 東日本総合計画(株) 

東京都墨田区業平三丁目 14 番 4 号 

代表取締役社長 田垣 茂彦 03-6859-3939 03-6688-9642 

岩手県北上市大通り 3-10-27 

支店長 川村 英光 0197-64-0187 0197-65-4333 

測量 

建築 

土木 

補償 

2104 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 東日本測量設計(株) 

岩手県盛岡市永井 19 地割 197 番地 5 

代表取締役 渡辺 勝光 019-637-4300 019-637-4040 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2017 ﾌｸﾔﾏｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)福山コンサルタント 

福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目 6 番 18 号 

代表取締役社長 福島 宏治 092-471-0211 092-471-0333 

岩手県盛岡市盛岡駅前通 16-21 

所長 小山 克則 019-653-7009 019-653-1125 

測量 

土木 

地質 

 

2132 ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ フジ地中情報(株) 

東京都港区海岸三丁目 20 番 20 号 

測量 

土木 

地質 
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代表取締役 田村 典行 03-6891-6600 03-6891-6611 

岩手県盛岡市高松 2-17-24 

支店長 森 淳 019-663-3366 019-663-3376 

2086 ﾌｼﾞﾓﾘｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ (株)藤森測量設計 

岩手県久慈市新井田第 4 地割 13 番地 1 

代表取締役社長 藤森 義浩 0194-52-1120 0194-52-1045 

岩手県盛岡市上田 2-12-32 

盛岡支店長 小田島 正徳 019-652-1669 019-652-1660 

測量 

土木 

地質 

補償 

2097 ﾌｯｹﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)復建技術コンサルタント 

宮城県仙台市青葉区錦町一丁目 7 番 25 号 

代表取締役 菅原 稔郎 022-262-1234 022-265-9309 

岩手県盛岡市中央通一丁目 7 番 25 号 

支店長 佐藤 茂 019-622-5215 019-654-5933 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2023 ﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ (株)防災技術コンサルタント 

岩手県盛岡市上堂一丁目 11 番 18 号 

代表取締役 三上 勉 019-691-9601 019-691-9777 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2002 ﾎｸｴｲﾁｮｳｻｾｯｹｲ 北栄調査設計(株) 

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第 1 地割 271 

代表取締役 髙橋 範美 019-601-3603 019-601-3605 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2021 ﾎｸｼﾝｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ (株)北進測量設計 

岩手県盛岡市みたけ二丁目 13 番 25 号 

代表取締役 中村 一夫 019-641-7890 019-641-8668 

 

測量 

土木 

地質 

補償 

2167 ﾎｸﾄｳﾁｼﾂﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ (株)北東地質ボーリング 

岩手県八幡平市大更第 24 地割 67 番地 4 

代表取締役 伊藤 久 0195-76-4749 0195-76-4416 

 

土木 地質 

 

2012 ﾎｸﾄﾁｼﾂｾﾝﾀｰ (株)北杜地質センター 

岩手県盛岡市黒川 9 地割 22 番 11 号 

代表取締役社長 湯沢 健一 019-696-3431 019-696-3441 

 

測量 

土木 

地質 

 

2082 ﾎｿｶﾜｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 細川建築設計事務所 

岩手県岩手郡雫石町中町 8 番地 6 

代表 細川 行輝 019-692-5551 019-692-5551 

 

建築 

 

 

2067 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｽﾞ 北海道地図(株) 

北海道旭川市台場一条二丁目 1 番 6 号 

代表取締役 小林 毅一 0166-61-5531 0166-61-3300 

 

測量 

 

 

2133 ﾎｯｺｳｺﾝｻﾙ 北光コンサル(株) 

岩手県盛岡市南仙北二丁目３番 35 号 

代表取締役 岩持 静雄 019-636-1112 019-636-1117 

 

測量 

建築 

土木 

補償 

2074 ﾏﾂｼﾀｾｯｹｲ (株)松下設計 

埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目 8 番 12 号 

代表取締役 松下 充孝 048-840-4118 048-840-4103 

宮城県仙台市青葉区一番町一丁目 1 番 8 号 

支社長 本田 彰 022-217-4018 022-217-4128 

建築 

 

 

2052 ﾏﾘﾝﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ (株)マリンテクノサービス 

宮城県仙台市泉区八乙女中央一丁目 6 番 15 号 

代表取締役 佐々木 正人 022-771-2361 022-771-2366 

土木  
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2028 ﾐｶﾐｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ (有)三上測量設計 

岩手県滝沢市篠木黒畑 142 番地 2 

代表取締役 三上 豊 019-687-5462 019-687-5464 

 

測量 

 

補償 

2098 ﾐｷｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ (株)三木設計事務所 

秋田県秋田市川元松丘町 2 番 14 号 

代表取締役 草皆 次夫 018-862-7331 018-823-7508 

岩手県盛岡市前九年一丁目 9 番 28 号 105 

所長 渡辺 時吉 019-648-4800 019-648-4801 

測量 

建築 

土木 

 

2177 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｼｮｾｯｹｲ (株)三菱地所設計 

東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 1 号 

代表取締役 林 総一郎 03-3287-5555 03-3287-3200 

宮城県仙台市青葉区一番町 2-4-1 

支店長 仲澤 謙二 022-261-1363 022-211-4151 

建築 

土木 

 

2163 ﾑﾗﾀﾋﾛｼｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ (有)村田弘建築設計亊務所 

秋田県秋田市八橋三和町 18 番 15 号 

代表取締役 村田 良太 018-823-4345 018-823-4328 

 

建築 

 

 

2041 ﾒｲｼﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 明治コンサルタント(株) 

北海道札幌市中央区南七条西一丁目 21 番地 1 

代表取締役社長 林 雅一 011-562-3066 011-562-3199 

岩手県盛岡市北松園 2-29-8 

所長 泉 周治 019-681-4170 019-681-4171 

測量 

土木 

地質 

 

2058 ﾔｼﾏｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ (株)八洲建築設計事務所 

青森県青森市松原三丁目 14 番 13 号 

代表取締役 鈴木 雄二 017-723-6066 017-732-6060 

 

建築 

 

 

2054 ﾔﾁﾖｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 八千代エンジニヤリング(株) 

東京都台東区浅草五丁目 20 番 8 号 

代表取締役 出水 重光 03-5822-2900 03-5822-2790 

宮城県仙台市青葉区二日町 1-23 

執行役員支店長 梁田 信河 022-261-8344 022-223-8995 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2109 ﾕｳｹｲｶｸｼﾞﾑｼｮ (株)邑計画事務所 

岩手県盛岡市下ノ橋町 7 番 36 号 

代表取締役 吉田 基 019-653-1058 019-653-1056 

 

土木  

2130 ﾖｺｶﾞﾜｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ (株)横河建築設計事務所 

東京都品川区上大崎二丁目 25 番 2 号 

代表取締役社長 鈴木 良典 03-3492-7441 03-3490-9545 

 

建築 

 

 

2099 ﾖｼﾀﾞｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ (株)吉田測量設計 

岩手県盛岡市仙北一丁目 3 番 13 号 

代表取締役 吉田 久夫 019-635-1740 019-635-1747 

 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2068 ﾗｲﾄｺｳｷﾞｮｳ ライト工業(株) 

東京都千代田区九段北四丁目 2 番 35 号 

代表取締役社長 鈴木 和夫 03-3265-2551 03-3264-5517 

岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢 10-182-10 

所長 鈴木 修 019-681-1470 019-697-0737 

土木 地質 

 

2090 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝｹﾝﾁｸｹﾝｷｭｳｼｮ (株)ライフデザイン建築研究所 

秋田県秋田市外旭川字堂ノ前 192 番地 4 

代表取締役 茂木 聡 018-874-7797 018-874-7798 

建築 
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2134 ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ ランドブレイン(株) 

東京都千代田区平河町一丁目 2 番 10 号 

代表取締役 吉武 祐一 03-3263-3811 03-3264-8672 

宮城県仙台市青葉区本町 1-12-30 

事務所長 黒川 朋広 022-716-0633 022-716-0636 

建築 

土木 

 

2139 ﾜｶｽｽﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 若鈴コンサルタンツ(株) 

愛知県名古屋市西区中小田井五丁目 450 番地 

代表取締役 𠮷田 伸宏 052-501-1361 052-505-5100 

宮城県仙台市青葉区五橋 1-6-2 

支店長 安齋 秀一 022-265-6951 022-225-5280 

測量 

建築 

土木 

地質 

補償 

2122 ﾜﾀﾅﾍﾞｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ (株)渡辺設計事務所 

岩手県盛岡市加賀野四丁目 1 番 36 号 

代表取締役 中村 司 019-651-3911 019-652-3313 

 

建築 

 

 

 


