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カンキョウギケンコンサルタント 2040001001371 なし

（株）環境技研コンサルタント ● ●

〒 260-0001 TEL： 043-226-4501

千葉市中央区都町三丁目１４番４号

代表者： 代表取締役 中川　昌人

ホクエイコウギョウ 3040001018654 なし ● ●

北栄工業（株） ● ●

〒 274-0822 TEL： 047-423-7485 ●

船橋市飯山満町一丁目８６８番地

代表者： 代表取締役 野尻　武廣

ハヤシサンギョウ 6040001061296 なし

林産業（株） ●

〒 289-3181 TEL： 0479-67-3560

匝瑳市野手１７１４６番地

代表者： 代表取締役 林　茂樹

アビコソクリョウ 1040001066705 なし ●

あびこ測量（株） ● ●

〒 270-1138 TEL： 04-7184-6257

我孫子市下ヶ戸１８２０番地の９

代表者： 代表取締役 皆葉　寛之

エノモトケンチクセッケイジムショ 5040001001014 なし ●

（株）榎本建築設計事務所 ●

〒 260-0854 TEL： 043-227-9345

千葉市中央区長洲二丁目８番５号

代表者： 代表取締役所長 榎本　雅夫

ホクソウサンギョウ 4040001064078 なし ●

北総産業（株） ●

〒 289-0421 TEL： 0478-78-4596 ●

香取市鳩山５３５番地の１

代表者： 代表取締役 木内　清

シンイチソクリョウセッケイ 8040001060148 なし ● ●

伸一測量設計（株） ●

〒 297-0024 TEL： 0475-22-7760

茂原市八千代三丁目１３番地６

代表者： 代表取締役 山本　秀夫

コスモソクリョウセッケイ 9040001051088 なし

コスモ測量設計（株） ●

〒 299-0257 TEL： 0438-63-2120 ●

袖ケ浦市神納二丁目１６番地４

代表者： 代表取締役 篠田　達二

メイセイ 4040001050978 なし

（株）明成 ●

〒 292-0002 TEL： 0438-41-9800

木更津市中野２８８番地

代表者： 代表取締役 明石　美代子
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ハッコウソクリョウカイハツ 7040001057319 なし ● ●

八紘測量開発（株） ● ●

〒 283-0006 TEL： 0475-52-1311 ● ●

東金市東新宿１９番地４

代表者： 代表取締役 牧野　光秋

チバギンソウゴウケンキュウジョ 5040001004611 なし ●

（株）ちばぎん総合研究所 ●

〒 261-0023 TEL： 043-351-7430 ●

千葉市美浜区中瀬一丁目１０番地２

代表者： 代表取締役 前田　栄治

ドウヒョウ 3040001050814 なし

（株）道標 ●

〒 292-0204 TEL： 0438-53-3333

木更津市茅野１２番地２

代表者： 代表取締役 前田　慎太郎

ショウクリエイティブ 3040001035848 なし

（株）精クリエイティブ ● ●

〒 270-0003 TEL： 047-348-3696 ●

松戸市東平賀５４５番地

代表者： 代表取締役社長 青木　精一

トウエイフジヨシケンセツ 8040001036726 なし ●

（株）東栄藤義建設 ●

〒 270-2214 TEL： 047-391-1081

松戸市松飛台６９番地の１

代表者： 代表取締役 黒澤　虎重

ミユキソクリョウ 1040001059469 なし ● ●

（株）美幸測量 ●

〒 297-0075 TEL： 0475-24-9220 ●

茂原市押日５９５番地５

代表者： 代表取締役 石井　丈晴

シントシソクリョウセッケイ 8040001035678 なし

（株）新都市測量設計 ●

〒 270-2225 TEL： 047-391-2661

松戸市東松戸四丁目１３番地の１０

代表者： 代表取締役 片野　五郎

ドウロケンセツコンサルタント 2040001008227 なし

（株）道路建設コンサルタント ● ● ●

〒 260-0834 TEL： 043-209-1700

千葉市中央区今井一丁目２３番７号

代表者： 代表取締役 山田　宝史

サンエイロテック 9040001059206 なし

（株）サンエイロテック ● ●

〒 297-0067 TEL： 0475-25-4866

茂原市国府関１５２０番地１

代表者： 代表取締役 白鳥　和重
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チバ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 6040005001208 なし

（公社）千葉県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 ●

〒 260-0024 TEL： 043-204-2525 ●

千葉市中央区中央港一丁目２３番２５号

代表者： 代表理事 高橋　宏明

エイジス 3040001008325 なし ● ● ●

（株）エイジス ● ●

〒 262-0032 TEL： 043-350-0888 ● ●

千葉市花見川区幕張町４丁目５４４番４

代表者： 代表取締役社長 齋藤　昭生

オオノジムショ 8040002027757 なし

（有）大野事務所 ● ●

〒 273-0048 TEL： 047-439-0631 ●

船橋市丸山五丁目１６番１０号

代表者： 代表取締役 大野　月也司

ケイヨウハウスヒール 8040001019251 なし ● ● ● ●

京葉ハウスヒール（株） ●

〒 274-0815 TEL： 047-464-3006

船橋市西習志野四丁目２０番１２号

代表者： 代表取締役社長 西部　広太郎

オンダショウコウ 8040001001259 なし

（株）恩田商工 ●

〒 260-0023 TEL： 043-242-1377

千葉市中央区出洲港９番１０号

代表者： 代表取締役 白井　信玄

ニチエイコウギョウ 6010701007320 なし

日栄興業（株） ●

〒 140-0011 TEL： 043-400-2757

千葉市中央区松ケ丘町１８番地１

代表者： 代表取締役 宇山　佳孝

チバケンシンリンクミアイレンゴウカイ 4040005000731 なし ●

千葉県森林組合連合会 ●

〒 260-0854 TEL： 043-227-8231

千葉市中央区長洲１丁目１５番７号

代表者： 代表理事会長 酒井　茂英

物品等入札参加業者適格者名簿（委託）  《R3/2/5》

希望業種

等級

営業所

登録番号

処理
区分

2 10 ｲ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

025

022

023

024

019

020

021



01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 99

ブンカケイショウケンチクセッケイジムショ 6040001088199 なし

（株）文化継承建築設計事務所 ●

〒 273-0103 TEL： 047-404-2537

鎌ヶ谷市丸山三丁目１７番８号１０１号室

代表者： 代表取締役 加藤　雅大

ミライクリエイト 4040002053617 なし ●

（有）みらいクリエイト ●

〒 270-0027 TEL： 047-349-5322

松戸市二ツ木３６６番地の５

代表者： 代表取締役 丸山　茂生

ナンソウソクリョウ 9040002100983 なし

（有）南総測量 ●

〒 299-5503 TEL： 04-7094-5361 ●

鴨川市天津２４５番地１

代表者： 代表取締役 鈴木　正志

シミヤソクリョウセッケイ 5040002066948 なし

（有）四宮測量設計 ●

〒 292-0802 TEL： 0438-30-1860

木更津市真舟四丁目１６番１０号

代表者： 代表取締役 石井　伯昌

エーマック 1040003006114 なし

（同）ＡＭＡＣ ● ●

〒 285-0072 TEL： 043-498-5151

佐倉市岩富町４５５番地１

代表者： 代表社員 浅田　正彦

トウシンソクリョウセッケイ 6040001043897 なし

東信測量設計（株） ●

〒 286-0807 TEL： 0476-37-0071

成田市北羽鳥５１５番地１

代表者： 代表取締役 加藤　哲夫

エヌピーオーホウジンセイネンコウケンナノハナ 4040005002125 なし

ＮＰＯ法人成年後見なのはな ●

〒 260-0013 TEL： 043-441-5684 ●

千葉市中央区中央四丁目１０番１６号

代表者： 理事 土井　雅生

アスカソクリョウセッケイ 5040002065925 なし

（有）飛鳥測量設計 ●

〒 292-0052 TEL： 0438-98-2668

木更津市祇園５１５番地

代表者： 代表取締役 鈴木　清

チバノウギョウシエンネットワーク 9040005002327 なし

（特非）ちば農業支援ネットワーク ●

〒 260-0013 TEL： 043-310-3271

千葉市中央区中央四丁目１０番１２号

代表者： 理事長 甲田　暢男
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エンジニアサービス 3040002089050 なし

（有）エンジニアサービス ●

〒 277-0835 TEL： 04-7135-7870

柏市松ケ崎４１０番地

代表者： 代表取締役 芝間　俊也

カシワノハアーバンデザインセンター 6040005014878 なし ●

（一社）柏の葉アーバンデザインセンター ● ●

〒 277-0871 TEL： 04-7140-9686

柏市若柴１８４番地１柏の葉キャンパス１４９街区１３

代表者： 代表理事 出口　敦

チバケンチュウショウキギョウシンダンシキョウカイ 7040005016923 なし ●

（一社）千葉県中小企業診断士協会 ● ● ●

〒 260-0013 TEL： 043-301-3860 ●

千葉市中央区中央３丁目１０番６号北野京葉ビル３階

代表者： 代表理事 今井　和夫

ソデガウラシソクリョウセッケイギョウ 9040005008134 なし

袖ケ浦市測量設計業（協） ●

〒 299-0257 TEL： 0438-63-2120 ●

袖ケ浦市神納二丁目１６番地４

代表者： 代表理事 篠田　達二

チュウオウソクリョウセッケイ 4040001052058 なし

（株）中央測量設計 ●

〒 299-1146 TEL： 0439-55-2323 ●

君津市大和田五丁目３番地２

代表者： 代表取締役 高橋　富雄

フッツソクリョウ 3040001051993 なし

（株）富津測量 ●

〒 299-1607 TEL： 0439-67-1231

富津市湊１０８９番地２

代表者： 代表取締役 佐久間　美晴

セイカツカンキョウコウボウアクト 4040001041960 なし

（株）生活環境工房あくと ●

〒 270-0021 TEL： 047-309-0939

松戸市小金原三丁目２番地の２４

代表者： 代表取締役 若林　直子

ニッケイコンサルタント 4040001005750 なし

日経コンサルタント（株） ●

〒 260-0843 TEL： 043-222-8971

千葉市中央区末広一丁目４番１７号

代表者： 代表取締役 五月女　昌弘

リュウツウリサーチ 3040001078104 なし

（株）流通リサーチ ●

〒 278-0022 TEL： 04-7197-1401

野田市山崎２６３１番地の３４

代表者： 代表取締役 坂部　嘉治
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アコバ 1040005014180 なし ● ●

（特非）ＡＣＯＢＡ ● ●

〒 270-1151 TEL： 04-7181-9701

我孫子市本町三丁目４番１７号

代表者： 代表理事 木川　敏子

ルーツ 5010801026691 なし

（株）ＲＯＯＴＳ ●

〒 298-0002 TEL： 080-7717-0510

いすみ市日在１８５８番地１２号

代表者： 代表取締役 山田　雄作

シンサンギョウケンキュウショ 7010601021453 なし

（株）新産業研究所 ●

〒 262-0019 TEL： 043-441-4718

千葉市花見川区朝日ヶ丘三丁目１６番２号

代表者： 代表取締役 仁田　隆

チバツチヤケンチクケンキュウショ 1040001080524 なし ●

（株）千葉土屋建築研究所 ● ●

〒 261-0023 TEL： 043-213-6311

千葉市美浜区中瀬一丁目６番エム・ベイポイント幕張

代表者： 代表取締役 土屋　正

マチカドボウサイゲンサイジュク 4040005018476 なし ● ● ●

（一社）まちかど防災減災塾 ● ● ● ●

〒 270-1431 TEL： 047-492-1198 ● ●

白井市根１１９番地８

代表者： 代表理事 大竹　雄一郎

チバチイキサイセイリサーチ 2040005001830 なし ●

（特非）ちば地域再生リサーチ ● ●

〒 261-0004 TEL： 043-245-1208 ● ●

千葉市美浜区高洲二丁目３番１４号

代表者： 理事長 服部　岑生

ミズベカンキョウケンキュウジョ 1010001123921 なし ●

（株）水辺環境研究所 ● ●

〒 285-0905 TEL： 043-235-8270

印旛郡酒々井町上岩橋１４３番地１号

代表者： 代表取締役 入江　光一郎

チバエコエネルギー 2040001078575 なし ●

千葉エコ・エネルギー（株） ●

〒 263-0022 TEL： 043-301-6998

千葉市稲毛区弥生町２番１５号

代表者： 代表取締役 馬上　丈司
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ミライノラボ 5040001104378 なし ●

（株）ミライノラボ ● ●

〒 263-8522 TEL： 080-5510-8986 ●

千葉市稲毛区弥生町１番３３号

代表者： 代表取締役 田島　翔太

ユースキカク 1040001024126 なし ● ● ●

（株）ユース企画 ● ● ● ●

〒 270-1431 TEL： 047-492-1198 ● ●

白井市根１１９番８

代表者： 代表取締役 大竹　雄一郎

タダタカ 7040001101679 なし ●

（株）ＴＡＤＡＴＡＫＡ ●

〒 287-0217 TEL： 0476-37-8803

成田市桜田１０６４番地７

代表者： 代表取締役 片野　百合子

アドコム 1040001112814 なし ●

アドコム（株） ● ● ●

〒 285-0025 TEL： 080-7195-0193 ●

佐倉市鏑木町１０６１番地９

代表者： 代表取締役 中村　雅展

スマプラ 4040001115558 ● ● ●

スマプラ（株） スマプラ（株）　本社 ● ● ●

〒 299-1161 TEL： 090-4730-3859 〒 299-1161 TEL： 090-4730-3859

君津市北子安５丁目２１番４４号 君津市北子安５丁目２１番４４号

代表者： 代表取締役 幕田　範之
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ジャルメンテナンスサービス 6010801009290 なし

（株）ＪＡＬメンテナンスサービス ● ● ●

〒 144-0041 TEL： 03-5756-2246 ● ●

東京都大田区羽田空港三丁目５番１号

代表者： 代表取締役 福田　耕太郎

トウヨウセッケイ 1220001004571 チバシテン ●

（株）東洋設計 （株）東洋設計　千葉支店 ●

〒 920-0016 TEL： 076-233-1124 〒 260-0032 TEL： 043-301-7223

石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 千葉市中央区登戸１丁目２６番１号 土佐　満

代表者： 代表取締役 酒井　晴史

ニッスイコン 3011101015783 チバジムショ ●

（株）日水コン （株）日水コン　千葉事務所 ● ● ●

〒 163-1122 TEL： 03-5323-6200 〒 260-0014 TEL： 043-222-2157

東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 千葉市中央区本千葉町７番１１号（三恵９ビル） 内田　貴之

代表者： 代表取締役社長 間山　一典

タイヨウエンジニアリング 8150001001280 チバエイギョウショ

太洋エンジニアリング（株） 太洋エンジニアリング（株）　千葉営業所 ●

〒 630-8115 TEL： 0742-33-6660 〒 260-0028 TEL： 043-215-7597

奈良県奈良市大宮町六丁目７番３号 千葉市中央区新町１５番地１３ 向井　正直

代表者： 代表取締役 池上　博明

シオセイサクケイエイケンキュウジョ 4011101008646 マツドジムショ ●

（株）シオ政策経営研究所 （株）シオ政策経営研究所　松戸事務所 ●

〒 160-0004 TEL： 03-3351-4161 〒 271-0092 TEL： 03-3351-4162 ●

東京都新宿区四谷一丁目８番地１４ 松戸市松戸１２７６番地１　ファミールスクエア松戸リーラコモンズ１０１１ 渡辺　明彦

代表者： 代表取締役 渡辺　明彦

サンワコン 1210001001479 チバエイギョウショ ●

（株）サンワコン （株）サンワコン　千葉営業所 ●

〒 918-8012 TEL： 0776-36-2791 〒 260-0015 TEL： 043-330-4718

福井県福井市花堂北一丁目７番２５号 千葉市中央区富士見二丁目７番９号　富士見ビル６階 今井　重行

代表者： 代表取締役 若林　喜久男

ニッサンギジュツコンサルタント 9120001086670 チバジムショ

（株）日産技術コンサルタント （株）日産技術コンサルタント　千葉事務所 ● ●

〒 540-0008 TEL： 06-6944-0224 〒 260-0042 TEL： 043-207-0181

大阪府大阪市中央区大手前一丁目２番１５号 千葉市中央区椿森２丁目１４番１６号 高木　信和

代表者： 代表取締役 宮脇　佳史

フジヤマ 8080401004709 チバエイギョウショ ● ●

（株）フジヤマ （株）フジヤマ　千葉営業所 ● ● ●

〒 430-0946 TEL： 053-454-5892 〒 260-0832 TEL： 043-312-2951 ●

静岡県浜松市中区元城町２１６番地の１９ 千葉市中央区寒川町３丁目２０８‐１ 鈴木　直実

代表者： 代表取締役 藤山　義修

コクサイソクチ 8013401000238 チバシテン

国際測地（株） 国際測地（株）　千葉支店 ● ●

〒 191-0065 TEL： 042-584-2610 〒 262-0033 TEL： 043-216-3363 ●

東京都日野市旭が丘二丁目５番地４ 千葉市花見川区幕張本郷五丁目５番４０号 東野　了

代表者： 代表取締役 奥村　秀昭
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トウキョウセッケイジムショ 6010001034247 チバジムショ ●

（株）東京設計事務所 （株）東京設計事務所　千葉事務所 ● ●

〒 100-0013 TEL： 03-3580-2751 〒 260-0016 TEL： 043-227-2401 ●

東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 千葉市中央区栄町４２番１１号　日本企業会館 嶋田　悠

代表者： 代表取締役社長 狩谷　薫

ニッケンセッケイシビル 7120001098346 チバエイギョウショ ●

（株）日建設計シビル （株）日建設計シビル　千葉営業所 ● ●

〒 541-8528 TEL： 06-6229-6399 〒 262-0022 TEL： 043-274-2370

大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目６番２号 千葉市花見川区南花園二丁目５番４号須山ビル４０３ 高山　享

代表者： 代表取締役社長 岡田　亨嗣

ナカニホンケンセツコンサルタント 7180001039179 チバジムショ ●

中日本建設コンサルタント（株） 中日本建設コンサルタント（株）　千葉事務所 ● ●

〒 460-0003 TEL： 052-232-6032 〒 260-0844 TEL： 043-208-3381

愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 千葉市中央区千葉寺町２９ 木下　尚

代表者： 代表取締役社長 上田　直和

タカシマテクノロジーセンター 4010001098954 ヒガシカントウシテン ●

（株）高島テクノロジーセンター （株）高島テクノロジーセンター　東関東支店 ● ● ● ●

〒 220-6209 TEL： 045-212-9590 〒 260-0015 TEL： 043-222-8312 ●

神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 千葉市中央区富士見２丁目３番１号 山際　賢一

代表者： 代表取締役 鈴木　進

ユニバァサルセッケイ 1021001014309 チバジムショ

（株）ユニバァサル設計 （株）ユニバァサル設計　千葉事務所 ●

〒 252-0304 TEL： 042-744-1750 〒 276-0031 TEL： 047-409-1141

神奈川県相模原市南区旭町１０番１７号 八千代市八千代台北１３丁目４番２１号 鈴木　幸夫

代表者： 代表取締役 西倉　哲夫

コクドリサーチ 8013401002300 チバシシャ

（株）コクドリサーチ （株）コクドリサーチ　千葉支社 ●

〒 206-0023 TEL： 042-373-3011 〒 270-0132 TEL： 04-7137-7171 ●

東京都多摩市馬引沢一丁目９番地６ 流山市駒木１４４番地２３ 繁田　聡

代表者： 代表取締役 崎川　修

チュウオウコンサルタンツ 9180001026134 チバジムショ

中央コンサルタンツ（株） 中央コンサルタンツ（株）　千葉事務所 ● ●

〒 451-0042 TEL： 052-551-2541 〒 260-0012 TEL： 043-202-2543

愛知県名古屋市西区那古野二丁目１１番２３号 千葉市中央区本町二丁目１番１６号 滝島　哲郎

代表者： 代表取締役 藤本　博史

エヌエイチケイテクノロジーズ 9011001003973 カントウコウシンエツギョウムブ

（株）ＮＨＫテクノロジーズ （株）ＮＨＫテクノロジーズ　関東甲信越業務部 ●

〒 150-0047 TEL： 03-3481-7820 〒 150-0041 TEL： 03-5456-4748

東京都渋谷区神山町４番１４号 東京都渋谷区神南一丁目４番１号 夏目　敬久

代表者： 代表取締役 大橋　一三

トウキョウケンセツコンサルタント 6013301007970 チバジムショ ●

（株）東京建設コンサルタント （株）東京建設コンサルタント　千葉事務所 ● ● ●

〒 170-0004 TEL： 03-5980-2633 〒 260-0013 TEL： 043-226-1326

東京都豊島区北大塚一丁目１５番６号 千葉市中央区中央４丁目１０番１６号 鶴岡　成巳

代表者： 代表取締役 大村　善雄
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ニホントシギジュツ 6010001081074 ヒガシニホンシシャ

日本都市技術（株） 日本都市技術（株）　東日本支社 ●

〒 103-8430 TEL： 03-3668-4161 〒 271-0091 TEL： 047-703-6033

東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号 松戸市本町１４番地の１ 井出　愼一郎

代表者： 代表取締役 川口　一志

ナカボーテック 7010001053015 ヒガシカントウシテン

（株）ナカボーテック （株）ナカボーテック　東関東支店 ●

〒 104-0033 TEL： 03-5541-5801 〒 290-0057 TEL： 0436-23-4711

東京都中央区新川二丁目５番２号 市原市五井金杉二丁目２番地２ 坂屋　好彦

代表者： 代表取締役社長 名井　肇

カイハツトラノモンコンサルタント 3013301015828 チバジムショ ●

開発虎ノ門コンサルタント（株） 開発虎ノ門コンサルタント（株）　千葉事務所 ● ● ●

〒 170-0005 TEL： 03-3985-5124 〒 260-0045 TEL： 043-207-5751

東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 千葉市中央区弁天一丁目２１番３号 花岡　広二

代表者： 代表取締役社長 白鳥　愛介

アジアキョウドウセッケイコンサルタント 9020001043500 チバジムショ ●

（株）アジア共同設計コンサルタント （株）アジア共同設計コンサルタント　千葉事務所 ● ● ●

〒 232-0006 TEL： 045-730-6366 〒 260-0013 TEL： 043-306-2806

神奈川県横浜市南区南太田一丁目４６番７号 千葉市中央区中央四丁目１３番２号 益子　功一

代表者： 代表取締役 木口　茂芳

オウヨウチシツ 2010001034531 チバエイギョウショ ●

応用地質（株） 応用地質（株）　千葉営業所 ● ●

〒 101-8486 TEL： 03-5577-4501 〒 261-7123 TEL： 043-299-4111 ●

東京都千代田区神田美土代町７番地 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 桜井　宏明

代表者： 代表取締役 成田　賢

ニホンデーターサービス 9430001020986 チバジムショ ●

日本データーサービス（株） 日本データーサービス（株）　千葉事務所 ● ● ●

〒 065-0016 TEL： 011-780-1111 〒 260-0031 TEL： 043-304-5672

北海道札幌市東区北十六条東十九丁目１番１４号 千葉市中央区新千葉３丁目２番１号新千葉プラザマンション３０９ 松山　正弘

代表者： 代表取締役 石原　知樹

パーソルチャレンジ 6010401041867 なし

パーソルチャレンジ（株） ● ●

〒 108-0014 TEL： 03-6385-6142 ●

東京都港区芝５丁目３３番１号　

代表者： 代表取締役 井上　雅博

ニチレキ 7010001008737 チバエイギョウショ ●

ニチレキ（株） ニチレキ（株）　千葉営業所 ● ●

〒 102-8222 TEL： 03-3265-1511 〒 260-0825 TEL： 043-208-2181 ●

東京都千代田区九段北四丁目３番２９号 千葉市中央区村田町８８８番地４ 黒木　健一

代表者： 代表取締役 小幡　学

キョクトウギコウコンサルタント 2120901006107 チバジムショ ●

（株）極東技工コンサルタント （株）極東技工コンサルタント　千葉事務所 ● ● ●

〒 564-0044 TEL： 06-6384-7771 〒 260-0808 TEL： 043-308-4577

大阪府吹田市南金田二丁目３番２６号 千葉市中央区星久喜町９４２番地６‐１０８号 秋元　透

代表者： 代表取締役 村岡　基
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データセッケイ 8010001094438 チバエイギョウショ

（株）データ設計 （株）データ設計　千葉営業所 ● ●

〒 103-0023 TEL： 03-5641-1391 〒 260-0854 TEL： 043-221-3830

東京都中央区日本橋本町二丁目８番１２号 千葉市中央区長洲二丁目１２番３６号 久芳　清明

代表者： 代表取締役 広島　基

リョクセイケンキュウショ 5012401008822 チバジムショ

（株）緑生研究所 （株）緑生研究所　千葉事務所 ●

〒 182-0026 TEL： 042-499-7211 〒 270-1145 TEL： 047-185-2810

東京都調布市小島町二丁目４０番地１０ 我孫子市高野山３‐７９ 伊藤　彰朗

代表者： 代表取締役 長谷　研次

ジーアンドエスエンジニアリング 1290001013608 チバエイギョウショ ●

ジーアンドエスエンジニアリング（株） ジーアンドエスエンジニアリング（株）　千葉営業所 ● ● ●

〒 812-0007 TEL： 092-481-3100 〒 260-0805 TEL： 043-312-5623

福岡県福岡市博多区東比恵三丁目２４番９号 千葉市中央区宮崎町５２４番５３号第三タウニイ宮崎２０２ 木村　宏

代表者： 代表取締役 児玉　和久

ニホンノウリツキョウカイソウゴウケンキュウショ 5010401023057 なし ●

（株）日本能率協会総合研究所 ●

〒 105-0011 TEL： 03-3578-7500

東京都港区芝公園三丁目１番２２号

代表者： 代表取締役 譲原　正昭

ソウゴウカンキョウケイカク 3010601039466 チバジムショ ●

（株）総合環境計画 （株）総合環境計画　千葉事務所 ● ● ●

〒 135-0046 TEL： 03-5639-1951 〒 260-0015 TEL： 043-330-3043 ●

東京都江東区牡丹一丁目１４番１号 千葉市中央区富士見二丁目７番９号 赤井　裕

代表者： 代表取締役 横山　隆二郎

セントラルコンサルタント 1010001088264 チバエイギョウショ ●

セントラルコンサルタント（株） セントラルコンサルタント（株）　千葉営業所 ● ●

〒 104-0053 TEL： 03-3532-8032 〒 260-0032 TEL： 043-246-5269

東京都中央区晴海二丁目５番２４号 千葉市中央区登戸１丁目５番３号 三和　展大

代表者： 代表取締役社長 木原　一行

ニホンスイコウコンサルタント 5030001010008 チバジムショ

（株）日本水工コンサルタント （株）日本水工コンサルタント　千葉事務所 ●

〒 330-0841 TEL： 048-783-5664 〒 260-0808 TEL： 043-308-8704

埼玉県さいたま市大宮区東町２丁目５０番 千葉市中央区星久喜町２０３番地２ 吹田　健太郎

代表者： 代表取締役 岩田　博文

キョウシンギケン 7010001002129 なし ●

（株）協振技建 ●

〒 112-0012 TEL： 03-3942-3531

東京都文京区大塚三丁目１９番７号

代表者： 代表取締役 高橋　健太郎

トレンドデザイン 9050001017658 フナバシジムショ

トレンドデザイン（株） トレンドデザイン（株）　船橋事務所 ● ●

〒 305-0051 TEL： 029-852-0953 〒 274-0815 TEL： 047-460-5006 ●

茨城県つくば市二の宮三丁目８番３号 船橋市西習志野三丁目１５番２号 吉成　香

代表者： 代表取締役 嶋村　秀昭
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ニッケンギジュツコンサルタント 7120001086623 チバジムショ ● ●

（株）日建技術コンサルタント （株）日建技術コンサルタント　千葉事務所 ● ● ●

〒 542-0012 TEL： 06-6766-3900 〒 260-0016 TEL： 043-227-5305 ●

大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 千葉市中央区栄町３５番１４号（シンテイ千葉ビル） 大野　敏夫

代表者： 代表取締役社長 平井　成典

フタバ 9013301011540 チバエイギョウショ ●

（株）双葉 （株）双葉　千葉営業所 ●

〒 171-0031 TEL： 03-3953-3248 〒 277-0841 TEL： 04-7138-5485

東京都豊島区目白三丁目１４番８号 柏市あけぼの５丁目１番３１号 目黒　章友

代表者： 代表取締役 野崎　雄平

パシフィックコンサルタンツ 8013401001509 チバジムショ ● ● ●

パシフィックコンサルタンツ（株） パシフィックコンサルタンツ（株）　千葉事務所 ● ● ●

〒 101-8462 TEL： 03-6777-3561 〒 260-0028 TEL： 043-301-0222

東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 千葉市中央区新町１番地１７ 梶原　亘

代表者： 代表取締役社長 重永　智之

ショウワ 6011501002206 チバシシャ ● ●

昭和（株） 昭和（株）　千葉支社 ● ●

〒 102-0093 TEL： 03-5276-8777 〒 260-0028 TEL： 043-245-0121

東京都千代田区平河町一丁目７番２１号 千葉市中央区新町１番地１７ 遠藤　宏樹

代表者： 代表取締役 本島　哲也

オリエンタルコンサルタンツ 4011001005165 チバジムショ ●

（株）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　千葉事務所 ● ●

〒 151-0071 TEL： 03-6311-7551 〒 260-0027 TEL： 043-241-9400

東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 千葉市中央区新田町５番１０号 長谷川　俊彌

代表者： 代表取締役社長 野崎　秀則

コウアカイハツ 9010601010479 チバシテン

興亜開発（株） 興亜開発（株）　千葉支店 ● ●

〒 135-0007 TEL： 03-3633-7351 〒 260-0001 TEL： 043-232-4891

東京都江東区新大橋一丁目８番２号 千葉市中央区都町七丁目１番３号 鈴木　誉視男

代表者： 代表取締役社長 桑山　正勝

ケンセツカンキョウコンサルティング 8120001143852 チバシテン ● ●

（株）建設環境コンサルティング （株）建設環境コンサルティング　千葉支店 ● ●

〒 540-0031 TEL： 06-4791-3151 〒 260-0016 TEL： 043-307-2653

大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 千葉市中央区栄町３６番１０号 富田　義盛

代表者： 代表取締役 山下　敏之

フッケンエンジニヤリング 3010001056450 チバジムショ

（株）復建エンジニヤリング （株）復建エンジニヤリング　千葉事務所 ● ●

〒 103-0012 TEL： 03-5652-8551 〒 260-0013 TEL： 043-221-1901

東京都中央区日本橋堀留町一丁目１１番１２号 千葉市中央区中央３丁目１４番４号 海寳　敦史

代表者： 代表取締役社長 川村　栄一郎

トーニチコンサルタント 4011001015552 チバジムショ

（株）トーニチコンサルタント （株）トーニチコンサルタント　千葉事務所 ● ●

〒 151-0071 TEL： 03-3374-3552 〒 260-0031 TEL： 043-245-0807

東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 千葉市中央区新千葉１丁目６番１号 小山　弘義

代表者： 代表取締役社長 横井　輝明
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チヨダコンサルタント 5011501013443 チバエイギョウショ

（株）千代田コンサルタント （株）千代田コンサルタント　千葉営業所 ● ● ● ●

〒 101-0041 TEL： 03-3527-1013 〒 260-0016 TEL： 043-224-1921

東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 千葉市中央区栄町４２番１１号 内海　敦史

代表者： 代表取締役社長 濱田　忠

コクサイカイハツコンサルタンツ 1011101061219 チバジムショ ●

（株）国際開発コンサルタンツ （株）国際開発コンサルタンツ　千葉事務所 ●

〒 160-0022 TEL： 03-5291-1511 〒 260-0015 TEL： 043-301-8801

東京都新宿区新宿六丁目２７番５６号 千葉市中央区富士見二丁目７番９号　富士見ビル６Ｆ 芳賀　稔

代表者： 代表取締役 石栗　敏和

オカムラ 3020001030157 チバシテン

（株）オカムラ （株）オカムラ　千葉支店 ●

〒 220-0004 TEL： 045-319-3401 〒 260-0027 TEL： 043-204-5790 ●

神奈川県横浜市西区北幸２丁目７番１８号 千葉市中央区新田町１丁目１ 津田　暁

代表者： 代表取締役 中村　雅行

ニュージェック 2120001086883 チバジムショ

（株）ニュージェック （株）ニュージェック　千葉事務所 ● ●

〒 531-0074 TEL： 06-6374-4003 〒 260-0028 TEL： 043-246-3122

大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 千葉市中央区新町１８番地１２ 菊田　博己

代表者： 代表取締役 吉津　洋一

エイトニホンギジュツカイハツ 7260001000735 チバジムショ ●

（株）エイト日本技術開発 （株）エイト日本技術開発　千葉事務所 ● ● ● ●

〒 700-8617 TEL： 086-252-8917 〒 260-0014 TEL： 043-225-6144

岡山県岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 千葉市中央区本千葉町１０番５号 大久保　憲和

代表者： 代表取締役 小谷　裕司

ダイヤコンサルタント 8010001076774 チバジムショ

（株）ダイヤコンサルタント （株）ダイヤコンサルタント　千葉事務所 ● ● ●

〒 102-0075 TEL： 03-3221-3205 〒 260-0027 TEL： 043-248-2170

東京都千代田区三番町６番地３ 千葉市中央区新田町５番１０号 松田　啓明

代表者： 代表取締役 野口　泰彦

シンニホンコンサルタント 4230001001202 チバエイギョウショ ●

（株）新日本コンサルタント （株）新日本コンサルタント　千葉営業所 ●

〒 930-0857 TEL： 076-464-6520 〒 273-0866 TEL： 047-438-2485

富山県富山市奥田新町１番２３号 船橋市夏見台一丁目２０番１７‐５０７号 真田　浩幸

代表者： 代表取締役社長 市森　友明

ナカニワソクリョウコンサルタント 9010801014684 チバエイギョウショ ● ●

（株）中庭測量コンサルタント （株）中庭測量コンサルタント　千葉営業所 ● ●

〒 143-0014 TEL： 03-5753-3300 〒 262-0033 TEL： 043-273-1666 ●

東京都大田区大森中一丁目２番２６号 千葉市花見川区幕張本郷２丁目３５番３１号１０１ 小船　勝巳

代表者： 代表取締役社長 中庭　基雄

オオバ 9013201001170 チバシテン ● ●

（株）オオバ （株）オオバ　千葉支店 ● ● ●

〒 101-0054 TEL： 03-5931-5802 〒 260-0013 TEL： 043-308-0680

東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 千葉市中央区中央１丁目１１番１号 高浪　利徳

代表者： 代表取締役 辻本　茂

物品等入札参加業者適格者名簿（委託）  《R3/2/5》

希望業種

等級

営業所

登録番号

処理
区分

2 10 ﾛ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

所長
052

所長
053

支店長
054

所長
049

事務所長
050

所長
051

所長
046

所長
047

千葉支店長
048



01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 99

アクリーグ 6060001013980 チバシテン ●

アクリーグ（株） アクリーグ（株）　千葉支店 ● ●

〒 323-0042 TEL： 0285-24-3933 〒 275-0016 TEL： 047-409-8821

栃木県小山市大字外城８１番地９ 習志野市津田沼３丁目５番１２号 蜂須　嘉一郎

代表者： 代表取締役 磯山　左門

エース 1130001016650 チバエイギョウショ ● ●

（株）エース （株）エース　千葉営業所 ● ● ●

〒 600-8138 TEL： 075-351-6878 〒 274-0825 TEL： 047-411-8927

京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５番地 船橋市前原西２丁目１４番１号５０１ 伊藤　佳高

代表者： 代表取締役 松川　統久

サンコーコンサルタント 9010601018051 ヒガシカントウシテン ●

サンコーコンサルタント（株） サンコーコンサルタント（株）　東関東支店 ● ●

〒 136-8522 TEL： 03-3683-7111 〒 270-0163 TEL： 04-7157-9511

東京都江東区亀戸一丁目８番９号 流山市南流山２丁目２番７号 藤原　牧

代表者： 代表取締役社長 野村　秀行

ヒガシニホンソウゴウケイカク 3013301008369 チバエイギョウショ ● ●

東日本総合計画（株） 東日本総合計画（株）　千葉営業所 ● ●

〒 130-0002 TEL： 03-6859-3939 〒 279-0041 TEL： 047-706-0493

東京都墨田区業平三丁目１４番４号 浦安市堀江四丁目３５番１３号 鶴田　和宏

代表者： 代表取締役社長 田垣　茂彦

セルコ 5011001012598 チバエイギョウショ ● ● ● ●

（株）セルコ （株）セルコ　千葉営業所 ● ● ●

〒 150-0002 TEL： 03-3406-1724 〒 260-0044 TEL： 043-252-2977

東京都渋谷区渋谷二丁目５番２号 千葉市中央区松波２丁目５番９号小幡ビル４Ｆ 牧嶋　正身

代表者： 代表取締役 赤澤　豊

チュウオウカイハツ 5011101012993 カントウシテンチバエイギョウショ ●

中央開発（株） 中央開発（株）　関東支店千葉営業所 ● ● ● ●

〒 169-8612 TEL： 03-3208-3111 〒 263-0051 TEL： 043-290-0210

東京都新宿区西早稲田三丁目１３番５号 千葉市稲毛区園生町４５７ 小川　和也

代表者： 代表取締役社長 田中　誠

ニッソク 1010001025498 チバシテン ●

（株）日測 （株）日測　千葉支店 ●

〒 102-0083 TEL： 03-3264-5036 〒 264-0021 TEL： 043-214-6331

東京都千代田区麹町四丁目３番地 千葉市若葉区若松町２３６８番地の４８ 桑山　裕介

代表者： 代表取締役 辻畑　直政

ジック 6020001010016 なし ●

（株）ジック ● ●

〒 222-0033 TEL： 045-473-4851 ●

神奈川県横浜市港北区新横浜２丁目１３番地１３ＴＰＲ新横浜ビル７Ｆ

代表者： 代表取締役 尾崎　靖亮

ソウゴウキカク 1010501030634 チバジムショ ●

（株）綜合企画 （株）綜合企画　千葉事務所 ●

〒 111-0053 TEL： 03-5829-6203 〒 261-8501 TEL： 043-330-3600 ●

東京都台東区浅草橋一丁目７番２号 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地　幕張テクノガーデンＣＢ棟３階ＭＢＰ 石田　和男

代表者： 代表取締役 石田　和男
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ケーシーエス 3011101040658 チバジムショ

（株）ケー・シー・エス （株）ケー・シー・エス　千葉事務所 ●

〒 112-0002 TEL： 03-6240-0581 〒 260-0022 TEL： 043-215-8268

東京都文京区小石川一丁目１番１７号 千葉市中央区神明町２０１番地２ 柴田　峰之

代表者： 代表取締役 宇野　昭弘

キョウワコンサルタンツ 2011001006553 チバエイギョウショ ●

（株）協和コンサルタンツ （株）協和コンサルタンツ　千葉営業所 ●

〒 151-0073 TEL： 03-3376-3172 〒 263-0023 TEL： 043-247-3117

東京都渋谷区笹塚一丁目６２番１１号 千葉市稲毛区緑町１丁目２６番６号 太田　一秀

代表者： 代表取締役 山本　満

ニホンスイコウセッケイ 4010001062217 チバジムショ ●

日本水工設計（株） 日本水工設計（株）　千葉事務所 ● ●

〒 104-0054 TEL： 03-3534-5511 〒 260-0028 TEL： 043-301-1157 ●

東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 千葉市中央区新町１８番地１２ 中嶌　博之

代表者： 代表取締役社長 本名　元

カワコン 8020001080783 チバシテン ● ●

（株）カワコン （株）カワコン　千葉支店 ●

〒 213-0002 TEL： 044-712-8723 〒 290-0225 TEL： 0436-67-1370 ●

神奈川県川崎市高津区二子六丁目１４番１０号 市原市牛久８０２番地２１ 馬場　日出夫

代表者： 代表取締役 大川　勉

フクヤマコンサルタント 5290001016276 チバジムショ

（株）福山コンサルタント （株）福山コンサルタント　千葉事務所 ● ●

〒 812-0013 TEL： 092-471-0211 〒 260-0028 TEL： 043-247-4614

福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 千葉市中央区新町１８番１２号 長谷川　洋一

代表者： 代表取締役社長 福島　宏治

メイジコンサルタント 5430001072841 チバエイギョウショ

明治コンサルタント（株） 明治コンサルタント（株）　千葉営業所 ●

〒 064-0807 TEL： 011-562-3066 〒 260-0022 TEL： 043-247-4361 ●

北海道札幌市中央区南七条西一丁目２１番地１ 千葉市中央区神明町６番地１３ 長島　修

代表者： 代表取締役社長 林　雅一

ランドブレイン 9010001031943 なし ●

ランドブレイン（株） ● ●

〒 102-0093 TEL： 03-3263-3811

東京都千代田区平河町一丁目２番１０号

代表者： 代表取締役 吉武　祐一

カンキョウグリーンエンジニア 6010001096964 チバジムショ ●

（株）環境・グリーンエンジニア （株）環境・グリーンエンジニア　千葉事務所 ● ● ●

〒 101-0041 TEL： 03-5209-3691 〒 277-0885 TEL： 04-7193-8266 ●

東京都千代田区神田須田町二丁目６番５号 柏市西原２丁目６番３４号 土屋　義治

代表者： 代表取締役社長 杉浦　力

タマノソウゴウコンサルタント 4180001031246 チバジムショ ● ● ●

玉野総合コンサルタント（株） 玉野総合コンサルタント（株）　千葉事務所 ● ●

〒 461-0005 TEL： 052-979-9222 〒 260-0027 TEL： 043-204-9070 ●

愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 千葉市中央区新田町２番６号 清水　俊宏

代表者： 代表取締役社長 牧村　直樹　
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カクチソクリョウセッケイ 2013201001367 チバエイギョウショ ●

画地測量設計（株） 画地測量設計（株）　千葉営業所 ● ●

〒 152-0011 TEL： 03-5721-3051 〒 262-0025 TEL： 043-271-9225 ●

東京都目黒区原町一丁目１２番１２号 千葉市花見川区花園一丁目７番２号第８花園ビル３０３ 森口　洋

代表者： 代表取締役 加藤　誠一

トウキョウショウコウリサーチ 5010001134287 チバシテン ●

（株）東京商工リサーチ （株）東京商工リサーチ　千葉支店 ●

〒 100-6810 TEL： 03-6910-3111 〒 260-0032 TEL： 043-301-7511

東京都千代田区大手町一丁目３番１号 千葉市中央区登戸一丁目２６番１号 地斉　康生

代表者： 代表取締役社長 河原　光雄

エヌエスカンキョウ 4010401004900 チバエイギョウショ

エヌエス環境（株） エヌエス環境（株）　千葉営業所 ● ●

〒 105-0011 TEL： 03-3432-5451 〒 261-7123 TEL： 043-350-0171

東京都港区芝公園一丁目２番９号 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブイースト２３階 山中　夏行

代表者： 代表取締役 須磨　重孝

シンニホンカイハツコウギョウ 9010701004455 チバジムショ

新日本開発工業（株） 新日本開発工業（株）　千葉事務所 ● ●

〒 142-0051 TEL： 03-6421-6582 〒 274-0816 TEL： 047-456-5567 ●

東京都品川区平塚二丁目６番１３号 船橋市芝山一丁目４９番７号 仲俣　浩

代表者： 代表取締役社長 前田　浩之助

ニホンパーカーライジングヒロシマコウジョウ 4240001008155 チバエイギョウショ

（株）日本パーカーライジング広島工場 （株）日本パーカーライジング広島工場　千葉営業所 ●

〒 734-0013 TEL： 082-247-4226 〒 263-0002 TEL： 043-422-1860 ●

広島県広島市南区出島一丁目３４番２６号 千葉市稲毛区山王町３４２番地 國生　正明

代表者： 代表取締役 中山　文宣

チョウダイ 5010001050435 チバジムショ ●

（株）長大 （株）長大　千葉事務所 ● ●

〒 103-0014 TEL： 03-3639-3301 〒 260-0031 TEL： 043-246-2625

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 千葉市中央区新千葉二丁目７番２号 中野　すみ江

代表者： 代表取締役社長 永冶　泰司

コイデ 3070001001194 チバジムショ

（株）コイデ （株）コイデ　千葉事務所 ● ●

〒 371-0804 TEL： 027-212-7100 〒 264-0006 TEL： 043-214-7151 ●

群馬県前橋市六供町７７６番地１ 千葉市若葉区小倉台五丁目６番１０号 大高　智也

代表者： 代表取締役 伊藤　敦

トウコウコンサルタンツ 1010501029809 チバエイギョウショ

（株）東光コンサルタンツ （株）東光コンサルタンツ　千葉営業所 ●

〒 170-0013 TEL： 03-5956-5506 〒 263-0002 TEL： 043-304-3760

東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 千葉市稲毛区山王町３３６番地１ 代市　充人

代表者： 代表取締役 堀　尚義

キョウリツコンサルタンツ 9010801003134 チバエイギョウショ ●

（株）協立コンサルタンツ （株）協立コンサルタンツ　千葉営業所 ●

〒 146-0093 TEL： 03-3759-7721 〒 261-0004 TEL： 043-270-7876

東京都大田区矢口二丁目１３番６号 千葉市美浜区高洲三丁目１４番１号　和紅ビル５Ｆ 佐藤　富士雄

代表者： 代表取締役 山口　明
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ヤチヨエンジニヤリング 2011101037696 チバジムショ ●

八千代エンジニヤリング（株） 八千代エンジニヤリング（株）　千葉事務所 ● ●

〒 111-8648 TEL： 03-5822-2900 〒 260-0027 TEL： 043-244-7321 ●

東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 千葉市中央区新田町１番１号 眞柴　栄治

代表者： 代表取締役社長 出水　重光

サンヨウテクノマリン 2010001044539 チバエイギョウショ ●

三洋テクノマリン（株） 三洋テクノマリン（株）　千葉営業所 ● ●

〒 103-0012 TEL： 03-3666-3147 〒 270-0001 TEL： 047-711-9105

東京都中央区日本橋堀留町一丁目３番１７号 松戸市幸田１丁目１２０番地の８ 今井　剛

代表者： 代表取締役社長 高畠　新

ダイワリース 4120001077476 チバシテン

大和リース（株） 大和リース（株）　千葉支店 ●

〒 540-0011 TEL： 06-6942-8011 〒 260-0045 TEL： 043-331-6180

大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 千葉市中央区弁天一丁目５番１号 柏　昌明

代表者： 代表取締役 森田　俊作

ニホンソクチセッケイ 2010901009013 チバシテン ●

日本測地設計（株） 日本測地設計（株）　千葉支店 ●

〒 169-0075 TEL： 03-3362-7613 〒 264-0025 TEL： 043-233-7711

東京都新宿区高田馬場三丁目２３番６号 千葉市若葉区都賀三丁目３１番５号 地曵　稔之

代表者： 代表取締役 松崎　明毅

テイコクデータバンク 7010401018377 チバシテン ●

（株）帝国データバンク （株）帝国データバンク　千葉支店 ● ●

〒 107-8680 TEL： 03-5775-3000 〒 260-8613 TEL： 043-227-0345 ●

東京都港区南青山二丁目５番２０号 千葉市中央区中央３丁目１０番６号　北野京葉ビル２Ｆ 加藤　勉

代表者： 代表取締役社長 後藤　信夫

チュウオウクリエイト 7011101038228 チバエイギョウショ ● ●

（株）中央クリエイト （株）中央クリエイト　千葉営業所 ● ●

〒 162-0042 TEL： 03-3207-6167 〒 272-0004 TEL： 047-329-2737

東京都新宿区早稲田町８１番地 市川市原木三丁目１番１４号 大加　義則

代表者： 代表取締役 根岸　政夫

ユウゲンセキニンカンサホウジントーマツ 5010405001703 なし ●

有限責任監査法人トーマツ ●

〒 100-8360 TEL： 03-6213-1000 ●

東京都千代田区丸の内三丁目２番３号　丸の内二重橋ビルディング

代表者： 包括代表 國井　泰成

ニチデンコム 4010101000836 チバエイギョウショ ● ●

日電コム（株） 日電コム（株）　千葉営業所 ●

〒 192-0051 TEL： 042-621-2171 〒 260-0032 TEL： 043-246-3929 ● ●

東京都八王子市元本郷町三丁目９番１４号 千葉市中央区登戸一丁目２４番１１号 百瀬　満裕

代表者： 代表取締役 大和田　隆之

スマートソーラー 2040001053041 なし ●

スマートソーラー（株） ●

〒 103-0026 TEL： 03-5623-2345 ●

東京都中央区日本橋兜町１３番１号

代表者： 代表取締役 手塚　博文
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エスエムエスキャリア 4010401115929 なし

（株）エス・エム・エスキャリア ● ●

〒 105-0011 TEL： 03-6721-2443

東京都港区芝公園二丁目１１番１号

代表者： 代表取締役社長 長井　利仁

セリオス 7120001082688 チバエイギョウショ

（株）セリオス （株）セリオス　千葉営業所 ●

〒 541-0048 TEL： 06-6222-1451 〒 260-0021 TEL： 043-307-1355

大阪府大阪市中央区瓦町二丁目４番１０号 千葉市中央区新宿二丁目２番２号 古川　尚

代表者： 代表取締役 須崎　恭弘
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アーバンデザインコンサルタント 6011101000543 チバジムショ

（株）アーバンデザインコンサルタント （株）アーバンデザインコンサルタント　千葉事務所 ●

〒 160-0022 TEL： 03-3353-1016 〒 275-0026 TEL： 047-408-9143

東京都新宿区新宿１丁目２６番９号 習志野市谷津四丁目８番４１号９０１ 太田　克己

代表者： 代表取締役 望月　英彦
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ダイワソウケン 5010601035884 なし

（株）大和総研 ●

〒 135-8460 TEL： 03-5620-5100

東京都江東区冬木１５番６号

代表者： 代表取締役 中川　雅久

ニホンケイザイケンキュウショ 6010001032853 なし

（株）日本経済研究所 ●

〒 100-0004 TEL： 03-6214-4615

東京都千代田区大手町一丁目９番２号

代表者： 代表取締役 高橋　洋

ハマギンソウゴウケンキュウジョ 1020001015795 なし

（株）浜銀総合研究所 ●

〒 220-8616 TEL： 045-225-2371

神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号

代表者： 代表取締役 肥塚　俊成

ネクストアイ 2400001001723 サイタマシテン ●

Ｎｅｘｔ‐ｉ（株） Ｎｅｘｔ‐ｉ（株）　さいたま支店 ●

〒 450-0002 TEL： 052-446-7311 〒 331-0812 TEL： 048-667-8052

愛知県名古屋市中村区名駅二丁目３５番２２号 埼玉県さいたま市北区宮原町三丁目３０６番地６ 大隅　健太郎

代表者： 代表取締役 松浦　千尋

ポリテックエイディディ 6010401027701 なし ●

（株）ポリテック・エイディディ ●

〒 104-0041 TEL： 03-6222-8911

東京都中央区新富一丁目１８番８号

代表者： 代表取締役社長 吉田　博

グリーンエコ 2120001115147 トウキョウジムショ ●

（株）グリーンエコ （株）グリーンエコ　東京事務所 ●

〒 542-0081 TEL： 06-6484-5571 〒 114-0012 TEL： 03-6807-7710

大阪府大阪市中央区南船場一丁目１７番１１号上野ＢＲビル 東京都北区田端新町三丁目１４番４号ＮＯＺＡＫＩビル 中井　裕典

代表者： 代表取締役 岡村　雅明

ヤマシタセッケイ 8010001088943 なし

（株）山下設計 ●

〒 103-8542 TEL： 03-3249-1551

東京都中央区日本橋小網町６番１号

代表者： 代表取締役社長 藤田　秀夫

チュウオウカンキョウ 9011101012998 なし

中央環境（株） ●

〒 169-0073 TEL： 03-5291-7871

東京都新宿区百人町二丁目１番１２号エルズ百人町ビル

代表者： 代表取締役 川崎　松枝

エイシン 3010602028352 なし ●

（株）栄進 ●

〒 130-0003 TEL： 03-5637-6350

東京都墨田区横川四丁目１１番６号

代表者： 代表取締役 今　知也
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ケンセツブッカチョウサカイ 6010005018675 なし ●

（一財）建設物価調査会 ●

〒 103-0011 TEL： 03-3663-2411

東京都中央区日本橋大伝馬町１１番８号

代表者： 理事長 北橋　建治

データホライゾン 9240001012318 なし ●

（株）データホライゾン ● ●

〒 733-0834 TEL： 082-279-5550 ●

広島県広島市西区草津新町一丁目２１番３５号

代表者： 代表取締役 内海　良夫

カチソウゴウケンキュウショ 3010401037091 なし

（株）価値総合研究所 ●

〒 100-0004 TEL： 03-5205-7900

東京都千代田区大手町一丁目９番２号

代表者： 代表取締役社長 桐山　毅

タカハトシカガクケンキュウショ 1010401017095 なし

（株）タカハ都市科学研究所 ●

〒 105-0003 TEL： 03-5733-0341

東京都港区西新橋三丁目３番１号

代表者： 代表取締役 西村　均

シャカイシステム 1013201015327 なし ●

社会システム（株） ●

〒 150-0013 TEL： 03-5791-1133

東京都渋谷区恵比寿一丁目２０番２２号

代表者： 代表取締役 小泉　健一

ジイケイセッケイ 4011101027679 なし

（株）ジイケイ設計 ●

〒 171-0033 TEL： 03-6903-1892

東京都豊島区高田三丁目３７番１０号

代表者： 代表取締役 須田　武憲

ケイリョウケイカクケンキュウジョ 5011105004806 なし ●

（一財）計量計画研究所 ● ●

〒 162-0845 TEL： 03-3268-9911

東京都新宿区市谷本村町２番９号

代表者： 代表理事 岸井　隆幸

サーベイリサーチセンター 6011501006529 なし ●

（株）サーベイリサーチセンター ●

〒 116-8581 TEL： 03-3802-6727 ●

東京都荒川区西日暮里二丁目４０番１０号

代表者： 代表取締役 藤澤　士朗

アシスト 1180001049514 なし ●

アシスト（株） ●

〒 458-0021 TEL： 052-908-0020 ●

愛知県名古屋市緑区滝ノ水五丁目１３１０番地

代表者： 代表取締役 西村　竹松

物品等入札参加業者適格者名簿（委託）  《R3/2/5》

希望業種

等級

営業所

登録番号

処理
区分

2 10 ﾊ

通番 年間代理人

申請
業種

イロハ
区分

A

商号又は名称

016

017

018

013

014

015

010

011

012



01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 99

ミツビシユーエフジェイリサーチアンドコンサルティング 3010401011971 なし

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） ●

〒 105-8501 TEL： 03-6733-1020

東京都港区虎ノ門五丁目１１番２号

代表者： 代表取締役 村林　聡

ダイナックストシカンキョウケンキュウジョ 1010401016683 なし

（株）ダイナックス都市環境研究所 ● ●

〒 105-0003 TEL： 03-5402-5355

東京都港区西新橋三丁目１５番１２号

代表者： 代表取締役 佐久間　信一

エヌティティデータケイエイケンキュウジョ 1010001143390 なし ●

（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 ● ● ●

〒 102-0093 TEL： 03-5213-4104 ●

東京都千代田区平河町二丁目７番９号

代表者： 代表取締役社長 柳　圭一郎

ファインコラボレートケンキュウジョ 4010401039038 なし ●

（株）ファインコラボレート研究所 ●

〒 107-0051 TEL： 03-5775-3720

東京都港区元赤坂一丁目１番１５号ニュートヨビル

代表者： 代表取締役 望月　伸一

チイキケイザイケンキュウショ 2120001084284 なし

（株）地域経済研究所 ●

〒 540-0033 TEL： 06-6314-6300 ●

大阪府大阪市中央区石町一丁目１番１号　天満橋千代田ビル２号館５階

代表者： 代表取締役 井上　浩一

ミズホソウゴウケンキュウショ 5010001021403 なし

みずほ総合研究所（株） ●

〒 100-0011 TEL： 03-3591-8762

東京都千代田区内幸町一丁目２番１号

代表者： 代表取締役 牛窪　恭彦

アーバントラフィックエンジニアリング 2011101000547 トウキョウジムショ ●

（株）アーバントラフィックエンジニアリング （株）アーバントラフィックエンジニアリング　東京事務所 ●

〒 160-0004 TEL： 03-3353-3533 〒 160-0004 TEL： 03-3351-9551

東京都新宿区四谷一丁目２０番地 東京都新宿区四谷一丁目２０番地 清水　健造

代表者： 代表取締役 鈴木　弘幸

ミツビシソウゴウケンキュウショ 6010001030403 なし ●

（株）三菱総合研究所 ●

〒 100-8141 TEL： 03-6705-6003

東京都千代田区永田町二丁目１０番３号

代表者： 代表取締役社長 森崎　孝

アミック 6020001036969 なし ● ●

（株）アミック ● ●

〒 230-0051 TEL： 045-510-4317

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３６番１号ナイス第２ビル５Ｆ

代表者： 代表取締役 長岡　康之
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エックストシケンキュウショ 4013301013616 なし

（株）エックス都市研究所 ●

〒 171-0033 TEL： 03-5956-7500

東京都豊島区高田二丁目１７番２２号

代表者： 代表取締役 内藤　弘

トウキョウショセキ 7011501003104 トウキョウシシャ

東京書籍（株） 東京書籍（株）　東京支社 ●

〒 114-8524 TEL： 03-5390-7200 〒 114-8524 TEL： 03-5390-7431

東京都北区堀船二丁目１７番１号 東京都北区堀船二丁目１７番１号 藤原　康夫

代表者： 代表取締役 千石　雅仁

ケイザイチョウサカイ 1010005002667 なし ●

（一財）経済調査会 ●

〒 105-0004 TEL： 03-5777-8211

東京都港区新橋六丁目１７番１５号

代表者： 代表理事 田口　学

イチウラハウジングアンドプランニング 4010001000696 トウキョウシテン

（株）市浦ハウジング＆プランニング （株）市浦ハウジング＆プランニング　東京支店 ●

〒 113-0033 TEL： 03-5800-0925 〒 113-0033 TEL： 03-5800-0925

東京都文京区本郷一丁目２８番３４号 東京都文京区本郷一丁目２８番３４号 奥茂　謙仁

代表者： 代表取締役 川崎　直宏

アイアールエス 7011001000031 なし

（株）アイアールエス ●

〒 160-0004 TEL： 03-3357-7181 ●

東京都新宿区四谷三丁目１番３号

代表者： 代表取締役 牧野　昭雄

フナイソウゴウケンキュウショ 5120001180782 なし

（株）船井総合研究所 ●

〒 541-0041 TEL： 06-6232-2011

大阪府大阪市中央区北浜四丁目４番１０号

代表者： 代表取締役 眞貝　大介

リュウツウケンキュウジョ 1021001023144 なし ● ●

（株）流通研究所 ● ●

〒 243-0003 TEL： 046-295-0831 ●

神奈川県厚木市寿町一丁目４番３‐２号

代表者： 代表取締役 村上　充

ニホンセッケイ 5011101036563 なし

（株）日本設計 ●

〒 163-0430 TEL： 03-3348-0315

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

代表者： 代表取締役 篠崎　淳

ジェイティービーソウゴウケンキュウジョ 9010001074645 なし

（株）ＪＴＢ総合研究所 ● ●

〒 105-0014 TEL： 03-6722-0700 ●

東京都港区芝三丁目２３番１号

代表者： 代表取締役社長執行役員 野澤　肇
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プレックケンキュウショ 5010001081785 なし ●

（株）プレック研究所 ●

〒 102-0083 TEL： 03-5226-1102

東京都千代田区麹町三丁目７番地６

代表者： 代表取締役社長 杉尾　大地

サンビーム 4010001095836 なし ●

（株）サンビーム ● ●

〒 101-0061 TEL： 03-3239-7070

東京都千代田区神田三崎町三丁目２番８号　グランバレー三崎町２階

代表者： 代表取締役 石川　和男

ノムラソウゴウケンキュウショ 4010001054032 なし ●

（株）野村総合研究所 ●

〒 100-0004 TEL： 03-5533-2111

東京都千代田区大手町一丁目９番２号

代表者： 代表取締役社長 此本　臣吾

ニホンソウゴウケンキュウショ 4010701026082 なし

（株）日本総合研究所 ●

〒 141-0022 TEL： 03-6833-6801

東京都品川区東五反田二丁目１８番１号

代表者： 取締役社長 谷崎　勝教

クレアテラ 4010901003468 なし

（株）クレアテラ ● ●

〒 156-0043 TEL： 03-5300-2501 ●

東京都世田谷区松原六丁目３９番１８号

代表者： 代表取締役 柳田　友隆

チイキケイカクケンチクケンキュウショ 2130001018043 トウキョウジムショ

（株）地域計画建築研究所 （株）地域計画建築研究所　東京事務所 ● ●

〒 600-8007 TEL： 075-221-5132 〒 101-0047 TEL： 03-5244-5132

京都府京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町８２番地 東京都千代田区内神田一丁目１５番７号　ユニゾ内神田一丁目ビル 坂井　信行

代表者： 代表取締役 中塚　一

ニホンコンサルタントグループ 3011101016328 なし ● ●

（株）日本コンサルタントグループ ●

〒 161-8553 TEL： 03-5996-7541 ●

東京都新宿区下落合三丁目２２番１５号

代表者： 代表取締役 清水　秀一

シュトケンソウゴウケイカクケンキュウジョ 5011101009610 なし

（株）首都圏総合計画研究所 ●

〒 102-0074 TEL： 03-6261-4230

東京都千代田区九段南四丁目２番１１号

代表者： 代表取締役 井上　隆

マツシタセッケイ 9030001007933 トウキョウシシャ

（株）松下設計 （株）松下設計　東京支社 ●

〒 338-0001 TEL： 048-840-4118 〒 177-0041 TEL： 03-5923-6808

埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目８番１２号 東京都練馬区石神井町一丁目２６番１３号 伊藤　匡

代表者： 代表取締役 松下　充孝
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ブンカザイホゾンケイカクキョウカイ 4010001102170 なし

（株）文化財保存計画協会 ●

〒 101-0003 TEL： 03-5276-8200 ●

東京都千代田区一ツ橋二丁目５番５号

代表者： 代表取締役 矢野　和之

チイキカンキョウケイカク 6010901007401 なし ●

（株）地域環境計画 ● ●

〒 154-0015 TEL： 03-5450-3700 ●

東京都世田谷区桜新町二丁目２２番３号ＮＤＳビル

代表者： 代表取締役 高塚　敏

アイレックギケン 4010501004362 なし

アイレック技建（株） ●

〒 111-0034 TEL： 03-3845-8109

東京都台東区雷門一丁目４番４号

代表者： 代表取締役 飯田　敏昭

シアターワークショップ 3011001010001 なし

（株）シアターワークショップ ●

〒 150-0001 TEL： 03-5766-3555 ●

東京都渋谷区神宮前六丁目２３番３号

代表者： 代表取締役 伊東　正示

ニッスイサンギョウ 9020001034029 カントウジギョウショ ● ●

日水産業（株） 日水産業（株）　関東事業所 ● ●

〒 234-0054 TEL： 045-834-3733 〒 363-0027 TEL： 048-787-7701 ●

神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 埼玉県桶川市川田谷３８１２番地 黒田　哲也

代表者： 代表取締役 黒田　和久

マーケティングセンター 5013301011189 なし ●

（株）マーケティングセンター ●

〒 170-0005 TEL： 03-5391-2500

東京都豊島区南大塚三丁目３０番４号ウィステリア南大塚ビル

代表者： 代表取締役 牧田　亮

トウワテクノロジー 7240001018449 トウキョウシテン

（株）東和テクノロジー （株）東和テクノロジー　東京支店 ●

〒 730-0803 TEL： 082-297-8700 〒 135-0031 TEL： 03-6240-3412

広島県広島市中区広瀬北町３番１１号 東京都江東区佐賀１丁目２番１号 福永　和弘

代表者： 代表取締役 友田　啓二郎

カイハツギケン 7110001001038 なし

開発技建（株） ●

〒 950-0914 TEL： 025-245-7131

新潟県新潟市中央区紫竹山七丁目１３番１６号

代表者： 代表取締役 寺本　邦一

ニホンカンキョウギケン 5011101046273 なし

日本環境技研（株） ●

〒 112-0002 TEL： 03-6912-2311

東京都文京区小石川五丁目５番５号

代表者： 代表取締役社長 福島　朝彦
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ヤノケイザイケンキュウジョ 3011201005528 なし

（株）矢野経済研究所 ● ●

〒 164-8620 TEL： 03-5371-6900

東京都中野区本町２丁目４６番２号　中野坂上セントラルビル

代表者： 代表取締役社長 水越　孝

スウリケイカク 9010001020285 なし ●

（株）数理計画 ● ●

〒 101-0064 TEL： 03-3259-6262 ●

東京都千代田区神田猿楽町二丁目５番４号

代表者： 代表取締役 深山　暁生

ニホンカイハツコウソウケンキュウショ 2010405000906 なし ●

（一財）日本開発構想研究所 ● ●

〒 105-0001 TEL： 03-3504-1766 ●

東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号

代表者： 代表理事 戸沼　幸市

オウヨウギジュツ 9120001121031 なし ● ●

応用技術（株） ● ●

〒 530-0015 TEL： 06-6373-0440

大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号梅田センタービル

代表者： 代表取締役 船橋　俊郎

タイムエージェント 2011001013392 なし ●

（株）タイム・エージェント ●

〒 150-0044 TEL： 03-3770-6821 ●

東京都渋谷区円山町６番８号

代表者： 代表取締役 渡部　唯史

ニッケンセッケイソウゴウケンキュウショ 7010001007490 なし

（株）日建設計総合研究所 ●

〒 102-8117 TEL： 03-5259-6080

東京都千代田区飯田橋二丁目１８番３号

代表者： 代表取締役 朝倉　博樹

スイケンカガクコンサルタント 9010801005824 なし

（株）水圏科学コンサルタント ●

〒 144-0031 TEL： 03-6428-6715

東京都大田区東蒲田二丁目３０番１７号

代表者： 代表取締役 高野　泰隆

コーエイリサーチアンドコンサルティング 9011101024804 なし

（株）コーエイリサーチ＆コンサルティング ● ●

〒 102-0083 TEL： 03-3265-8312 ●

東京都千代田区麹町四丁目２番地

代表者： 代表取締役社長 神山　雅之

ミズホジョウホウソウケン 9010001027685 なし ●

みずほ情報総研（株） ●

〒 101-8443 TEL： 03-5281-5301

東京都千代田区神田錦町二丁目３番地

代表者： 代表取締役社長 向井　康眞
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アールピーアイ 1010001000220 なし ●

（株）アール・ピー・アイ ● ●

〒 101-0051 TEL： 03-5212-3411

東京都千代田区神田神保町２丁目３８番いちご九段ビル３階

代表者： 代表取締役 長澤　博英

インテージリサーチ 6012701004917 なし

（株）インテージリサーチ ●

〒 203-0053 TEL： 042-476-5300

東京都東久留米市本町一丁目４番１号

代表者： 代表取締役 小田切　俊夫

ニッケンセッケイ 9010001006111 なし

（株）日建設計 ●

〒 102-8117 TEL： 03-5226-3030

東京都千代田区飯田橋二丁目１８番３号

代表者： 代表取締役社長 大松　敦

エコサイクル 4230001003719 なし

エコサイクル（株） ●

〒 103-0007 TEL： 03-6661-1875

東京都中央区日本橋浜町二丁目２８番１号　日本橋・浜町ビル

代表者： 代表取締役 シュリハリ・チャンドラガトギ

トシミライスイシンキコウ 6010005018907 なし

（一財）都市みらい推進機構 ●

〒 112-0014 TEL： 03-5261-5625

東京都文京区関口一丁目２３番６号　

代表者： 理事長 竹村　昌幸

ライテック 7011101057995 なし ●

（株）ライテック ●

〒 162-0826 TEL： 03-5227-1850

東京都新宿区市谷船河原町１１番地

代表者： 代表取締役社長 工藤　晃久

メディヴァ 3010901014730 なし

（株）メディヴァ ● ●

〒 158-0097 TEL： 03-3709-2992

東京都世田谷区用賀２‐３２‐１８‐３０１号

代表者： 代表取締役 大石　佳能子

エイテック 4011001059252 ヒガシニホンシシャ ● ●

（株）エイテック （株）エイテック　東日本支社 ● ●

〒 151-0071 TEL： 03-6311-8151 〒 151-0071 TEL： 03-6311-8151 ●

東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 東京都渋谷区本町四丁目１２番７号 吉本　智彦

代表者： 代表取締役 橘　義規

ニホンシンリンギジュツキョウカイ 2010005017342 なし

（一社）日本森林技術協会 ● ●

〒 102-0085 TEL： 03-3261-5281 ●

東京都千代田区六番町７番地

代表者： 理事長 福田　隆政
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ニホンケイエイシステム 1010401058577 なし

日本経営システム（株） ●

〒 105-0003 TEL： 03-6865-1391

東京都港区西新橋二丁目１番１号

代表者： 代表取締役 山崎　文夫

ニホンセイタイケイキョウカイ 6013305001887 なし ●

（公財）日本生態系協会 ● ●

〒 171-0021 TEL： 03-5951-0244

東京都豊島区西池袋二丁目３０番２０号

代表者： 会長 池谷　奉文

ヤセイドウブツホゴカンリジムショ 1012301006038 なし

（株）野生動物保護管理事務所 ●

〒 192-0031 TEL： 042-649-1385

東京都八王子市小宮町９２２番地７

代表者： 代表取締役 濱崎　伸一郎

インデックスコンサルティング 8010401059619 なし

（株）インデックスコンサルティング ●

〒 105-6023 TEL： 03-6435-9985

東京都港区虎ノ門四丁目３番１号

代表者： 代表取締役 植村　公一

セイサクキソケンキュウジョ 7010001134351 なし ●

（株）政策基礎研究所 ● ● ●

〒 104-0032 TEL： 03-6280-3569 ● ●

東京都台東区台東一丁目２４番１号　燦坤日本電器ビル７階

代表者： 代表取締役 市田　行信

ニホンアプライドリサーチケンキュウジョ 6010001009455 なし ●

（株）日本アプライドリサーチ研究所 ●

〒 101-0052 TEL： 03-5259-6380

東京都千代田区神田小川町三丁目８番地

代表者： 代表取締役 大野　幸雄

ソンポリスクマネジメント 2011101025379 なし

ＳＯＭＰＯリスクマネジメント（株） ●

〒 160-0023 TEL： 03-3349-5102 ●

東京都新宿区西新宿一丁目２４番１号

代表者： 代表取締役 布施　康

デンツウパブリックリレーションズ 2010001050792 なし

（株）電通パブリックリレーションズ ● ●

〒 105-7135 TEL： 03-6263-9000

東京都港区東新橋一丁目５番２号

代表者： 代表取締役社長執行役員 牧口　征弘

ピーダブリューシーアドバイザリー 7010001067262 なし

ＰｗＣアドバイザリー（同） ●

〒 100-0004 TEL： 03-6212-6880 ●

東京都千代田区大手町一丁目１番１号大手町パークビルディング

代表者： 代表執行役 吉田　あかね
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マーケティングリサーチサービス 9010001007225 なし ●

（株）マーケティングリサーチサービス ●

〒 170-0005 TEL： 03-5976-0711 ●

東京都豊島区南大塚二丁目４５番８号　ニッセイ大塚駅前ビル

代表者： 代表取締役 岩川　恵理子

ニホンミクニヤ 5020001088425 トウキョウシテン ●

日本ミクニヤ（株） 日本ミクニヤ（株）　東京支店 ● ● ● ●

〒 213-0001 TEL： 044-833-3928 〒 213-0001 TEL： 044-822-3928

神奈川県川崎市高津区溝口三丁目２５番１０号 神奈川県川崎市高津区溝口三丁目２５番１０号 岸川　英樹

代表者： 代表取締役 田中　秀宜

シゼンカンキョウケンキュウセンター 6010505001148 なし

（一財）自然環境研究センター ● ●

〒 130-0022 TEL： 03-6659-6310

東京都墨田区江東橋三丁目３番７号

代表者： 理事長 大塚　柳太郎

ソウゴウボウサイソリューション 4010001013707 なし

（株）総合防災ソリューション ● ●

〒 102-0082 TEL： 03-3239-1696 ●

東京都千代田区一番町１３番地１６

代表者： 代表取締役 菊池　政已

アプルソウゴウケイカクジムショ 6010001000430 なし

（株）アプル総合計画事務所 ●

〒 104-0032 TEL： 03-6280-5941

東京都中央区八丁堀三丁目１７番１３号

代表者： 代表取締役 中野　恒明

チシキケイエイケンキュウジョ 5010401068523 なし ●

（株）知識経営研究所 ● ●

〒 106-0045 TEL： 03-5442-8421 ●

東京都港区麻布十番二丁目１１番５号

代表者： 代表取締役 笹井　幹夫

カシマインサツシヨ 8380001015860 なし ● ●

（株）鹿島印刷所 ● ●

〒 979-2335 TEL： 0244-46-5555 ●

福島県南相馬市鹿島区鹿島字町１５９番地

代表者： 代表取締役 川又　啓蔵

サトウソウゴウケイカク 4010601034111 なし

（株）佐藤総合計画 ●

〒 130-0015 TEL： 03-5611-7201

東京都墨田区横網二丁目１０番１２号

代表者： 代表取締役 細田　雅春

キタバ 4430001004457 トウキョウジムショ ●

（株）ＫＩＴＡＢＡ （株）ＫＩＴＡＢＡ　東京事務所 ● ●

〒 060-0041 TEL： 011-522-5070 〒 111-0055 TEL： 03-6456-1033 ●

北海道札幌市中央区大通東三丁目１番地 東京都台東区三筋２丁目３‐５関口第２ビル　２階 内匠　庸介

代表者： 代表取締役 神長　敬
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アイショクブツセッケイジムショ 5010001065318 なし ●

（株）愛植物設計事務所 ●

〒 101-0064 TEL： 03-3291-3380

東京都千代田区神田猿楽町二丁目４番１１号

代表者： 代表取締役　 趙　賢一

トシカンキョウケンキュウショ 7010001005552 なし

（株）都市環境研究所 ●

〒 113-0033 TEL： 03-3814-1001

東京都文京区本郷二丁目３５番１０号

代表者： 代表取締役 横山　英生

ニホンシンリンリンギョウシンコウカイ 2010005003425 トウキョウシブ

（一財）日本森林林業振興会 （一財）日本森林林業振興会　東京支部 ●

〒 112-0004 TEL： 03-3699-1500 〒 135-0016 TEL： 03-3699-1500

東京都文京区後楽一丁目７番１２号 東京都江東区東陽五丁目１２番７号 金口　健司

代表者： 代表理事 沼田　正俊

ミツビシジショセッケイ 4010001081968 なし

（株）三菱地所設計 ●

〒 100-0005 TEL： 03-3287-5555

東京都千代田区丸の内二丁目５番１号

代表者： 代表取締役 林　総一郎

トシクウカンケンキュウジョ 8010001087251 なし

（株）都市空間研究所 ●

〒 101-0021 TEL： 03-5688-2525

東京都千代田区外神田五丁目２番２号

代表者： 代表取締役 野牧　英一郎

メイホウ 6180001041350 なし ●

（株）名豊 ● ● ●

〒 460-0017 TEL： 052-322-0071

愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号

代表者： 代表取締役 小池　武史

エヌイーエス 1120001075672 トウキョウジムショ

（株）エヌイーエス （株）エヌイーエス　東京事務所 ●

〒 530-0022 TEL： 06-6376-1371 〒 136-0071 TEL： 03-5628-6381

大阪府大阪市北区浪花町１４番２５号 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 山崎　正芳

代表者： 代表取締役 湯浅　佳昭

ジャパンインターナショナルソウゴウケンキュウショ 3130001008274 なし ● ●

（株）ジャパンインターナショナル総合研究所 ● ●

〒 615-0851 TEL： 075-924-2603 ●

京都府京都市右京区西京極西池田町９番地５　西京極駅前ビル６階

代表者： 代表取締役 藤原　壮督

テクノコウエイ 9011101013501 なし ●

（株）テクノ工営 ● ●

〒 160-0023 TEL： 03-3366-0331

東京都新宿区西新宿七丁目７番６号

代表者： 代表取締役 村元　正之
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カンキョウギジュツケンキュウショ 2120001042416 トウキョウシテン

（株）環境技術研究所 （株）環境技術研究所　東京支店 ● ●

〒 550-0011 TEL： 06-6532-2837 〒 101-0031 TEL： 03-5821-6912 ●

大阪府大阪市西区阿波座一丁目３番１５号 東京都千代田区東神田２丁目１０番１６号 坂根　哲史

代表者： 代表取締役 篠田　公平

ニホンカンコウシンコウキョウカイ 7010005003668 なし

（公社）日本観光振興協会 ●

〒 105-0001 TEL： 03-6435-8331

東京都港区虎ノ門三丁目１番１号

代表者： 代表理事 久保　成人

ミライコウガクケンキュウジョ 4010605000134 なし

（公財）未来工学研究所 ●

〒 135-8473 TEL： 03-5245-1011

東京都江東区深川二丁目６番１１号　富岡橋ビル４階

代表者： 理事長 平澤　冷

シグマカイハツケイカクケンキュウジョ 6010001019388 なし

（株）シグマ開発計画研究所 ●

〒 101-0052 TEL： 03-5282-7471

東京都千代田区神田小川町二丁目３番１３号

代表者： 代表取締役 田中　研

ヨロンカガクキョウカイ 9011005000067 なし

（一社）輿論科学協会 ●

〒 151-8509 TEL： 03-3401-1131

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目８番６号

代表者： 理事長 井田　潤治

ニッツウソウゴウケンキュウショ 3010401051209 なし

（株）日通総合研究所 ●

〒 105-8322 TEL： 03-6251-6446

東京都港区東新橋一丁目９番３号

代表者： 代表取締役社長 青山　陽一

プランニングネットワーク 6011501004185 なし

（株）プランニングネットワーク ●

〒 114-0012 TEL： 03-3810-9381

東京都北区田端新町三丁目１４番６号

代表者： 代表取締役 伊藤　登

チュウオウフッケンコンサルタンツ 3120001056860 トウキョウ

中央復建コンサルタンツ（株） 中央復建コンサルタンツ（株）　東京本社 ● ● ●

〒 533-0033 TEL： 06-6160-1139 〒 102-0083 TEL： 03-3511-2002

大阪府大阪市東淀川区東中島四丁目１１番１０号 東京都千代田区麹町二丁目１０番地１３ 澤野　嘉延

代表者： 代表取締役社長 兼塚　卓也

フジツウソウケン 8010401050783 なし

（株）富士通総研 ●

〒 144-8588 TEL： 03-6424-6752 ●

東京都大田区新蒲田一丁目１７番２５号

代表者： 代表取締役 木脇　秀己
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ルイセッケイシツ 4120001059193 なし

（株）類設計室 ●

〒 532-0011 TEL： 06-6305-6666

大阪府大阪市淀川区西中島四丁目３番２号類ビル

代表者： 代表取締役 岡田　淳三郎

スイドシャ 9020001064273 なし

（株）水土舎 ● ●

〒 214-0038 TEL： 044-922-3265

神奈川県川崎市多摩区生田八丁目１１番１１号

代表者： 代表取締役 麓　貴光

サポート 7010501030612 なし

（株）サポート ●

〒 110-0016 TEL： 03-3831-3981

東京都台東区台東四丁目２９番８号

代表者： 代表取締役社長 佐藤　清文

ニホンセイサンセイホンブ 4011005003009 なし

（公財）日本生産性本部 ●

〒 102-8643 TEL： 03-3511-4013 ●

東京都千代田区平河町二丁目１３番１２号

代表者： 理事長 前田　和敬

ソウケン 5180001118926 チバシテン ●

（株）創建 （株）創建　千葉支店 ●

〒 460-0011 TEL： 052-253-7174 〒 260-0854 TEL： 043-301-5496

愛知県名古屋市中区大須四丁目１０番３２号 千葉市中央区長洲２丁目８番２号 渋谷　匠

代表者： 代表取締役 筒井　康仁

ユージートシケンチク 5010401030202 なし

（株）ＵＧ都市建築 ●

〒 160-0004 TEL： 03-5369-3120

東京都新宿区四谷三丁目１２番地

代表者： 代表取締役社長 山下　昌彦

アールアイエー 6010401000963 トウキョウシシャ

（株）アール・アイ・エー （株）アール・アイ・エー　東京支社 ●

〒 108-0075 TEL： 03-5715-3751 〒 108-0075 TEL： 03-3458-0611

東京都港区港南二丁目１２番２６号 東京都港区港南二丁目１２番２６号 梅澤　隆

代表者： 代表取締役 岩永　裕人

ノムラフドウサンコマース 8120001080757 なし

野村不動産コマース（株） ●

〒 160-0023 TEL： 03-5348-8101

東京都新宿区西新宿八丁目５番１号

代表者： 代表取締役 横山　英大

ギョウセイ 1010001100425 トウキョウシシャ ● ●

（株）ぎょうせい （株）ぎょうせい　東京支社 ● ●

〒 136-8575 TEL： 03-6892-6701 〒 136-8575 TEL： 03-6892-6701 ● ●

東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 大川　和弘

代表者： 代表取締役社長 成吉　弘次
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エスピーケン 4010001012139 なし

（株）エスピー研 ●

〒 102-0072 TEL： 03-3239-0071

東京都千代田区飯田橋三丁目１１番２０号

代表者： 代表取締役 安良岡　洋介

イーアンドイーソリユーシヨンズ 4010001104241 なし

イー・アンド・イーソリューションズ（株） ●

〒 101-0021 TEL： 03-6328-0080

東京都千代田区外神田四丁目１４番１号

代表者： 代表取締役社長 白鳥　寿一

ショウボウボウサイカガクセンター 1012405001538 なし ●

（一財）消防防災科学センター ●

〒 181-0005 TEL： 0422-49-1113

東京都三鷹市中原三丁目１４番１号

代表者： 理事長 市橋　保彦

チイキソウゴウケイカク 3100001005646 カントウジギョウショ

（株）地域総合計画 （株）地域総合計画　関東事業所 ●

〒 382-0037 TEL： 026-248-3645 〒 353-0006 TEL： 048-424-3268

長野県須坂市大字野辺１３５４番地１ 埼玉県志木市館１丁目６番地１５号２０４号 檀原　保夫

代表者： 代表取締役 野平　芳一

ニホンコウワンコンサルタント 1010701012473 なし ●

（株）日本港湾コンサルタント ● ● ●

〒 141-0031 TEL： 03-5434-5641

東京都品川区西五反田八丁目３番６号

代表者： 代表取締役社長 高橋　浩二

エフエムスタッフ 3010001039406 なし

（株）エフエム・スタッフ ●

〒 104-0042 TEL： 03-5542-0764

東京都中央区入船三丁目６番１４号

代表者： 代表取締役 沢辺　勝

アバンアソシエイツ 8011001001383 なし

（株）アバンアソシエイツ ●

〒 107-0052 TEL： 03-5544-8411 ●

東京都港区赤坂三丁目１１番３号　赤坂中川ビルディング

代表者： 代表取締役社長 角　洋一

トシケイカクニジュウイチ 7010001079737 なし

（株）都市計画２１ ●

〒 103-0013 TEL： 03-5623-6371

東京都中央区日本橋人形町一丁目６番１０号

代表者： 代表取締役 島田　義之

ツチヤケンチクケンキュウショ 3011101013151 なし ●

（株）土屋建築研究所 ● ●

〒 160-0023 TEL： 03-3345-8111

東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ

代表者： 代表取締役 土屋　正
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トシネット 7013201007384 なし ●

（株）都市ネット ● ● ●

〒 153-0051 TEL： 03-3760-9384 ●

東京都目黒区上目黒一丁目１番５号

代表者： 代表取締役 澤口　准也

フッケンチョウサセッケイ 4240001010433 トウキョウシシャ ●

復建調査設計（株） 復建調査設計（株）　東京支社 ● ● ●

〒 732-0052 TEL： 082-506-1811 〒 101-0032 TEL： 03-5835-2631

広島県広島市東区光町二丁目１０番１１号 東京都千代田区岩本町三丁目８番１５号 石田　友英

代表者： 代表取締役社長 來山　尚義

スギハラセッケイジムショ 1011101010464 なし

（株）杉原設計事務所 ●

〒 160-0022 TEL： 03-3357-0432

東京都新宿区新宿一丁目２０番１３号

代表者： 代表取締役社長 山崎　修一

ドーコン 5430001021765 トウキョウシテン

（株）ドーコン （株）ドーコン　東京支店 ●

〒 004-8585 TEL： 011-801-1511 〒 103-0001 TEL： 03-5644-0411

北海道札幌市厚別区厚別中央一条五丁目４番１号 東京都中央区日本橋小伝馬町４番９号　小伝馬町新日本橋ビルディング 服部　唯之

代表者： 代表取締役社長 佐藤　謙二

スミトモデンコウシステムソリューション 2010001004055 なし ●

住友電工システムソリューション（株） ●

〒 112-0014 TEL： 03-5286-7656 ●

東京都文京区関口一丁目４３番５号

代表者： 代表取締役社長 鷲見　公一

シュトコウギジュツ 1010401076397 なし ● ●

首都高技術（株） ●

〒 105-0001 TEL： 03-3578-5757

東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号

代表者： 代表取締役 大島　健志

チイキケイカクレンゴウ 9013301007340 なし

（株）地域計画連合 ● ●

〒 170-0004 TEL： 03-5974-2021

東京都豊島区北大塚二丁目２４番５号　ステーションフロントタワー２階

代表者： 代表取締役 江田　隆三

ウンユソウゴウケンキュウショ 4010405010473 なし

（一財）運輸総合研究所 ●

〒 105-0001 TEL： 03-5470-8400

東京都港区虎ノ門三丁目１８番１９号

代表者： 代表理事 宿利　正史

マインドシェア 2010401027829 なし

（株）マインドシェア ● ● ●

〒 108-0073 TEL： 03-5232-6877 ●

東京都港区三田三丁目２番８号

代表者： 代表取締役 今井　祥雅

東京支店長
131

132

133

128

取締役常務執行
役員支社長129
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イシヅカケイカクデザインジムショ 8430001017190 トウキョウジムショ ●

（株）石塚計画デザイン事務所 （株）石塚計画デザイン事務所　東京事務所 ● ●

〒 060-0002 TEL： 011-251-7573 〒 150-0045 TEL： 03-3461-5120 ●

北海道札幌市中央区北二条西二丁目２６番地 東京都渋谷区神泉町２０番２４号　ＢＲＩＣＫＳ７階 千葉　晋也

代表者： 代表取締役 野渕　幹生

マーケッティングサービス 3011201005057 なし

（株）マーケッティング・サービス ●

〒 164-0011 TEL： 03-3363-3111

東京都中野区中央一丁目１３番８号

代表者： 代表取締役 大竹　延幸

オウヨウセイブツ 9010401006033 なし

（株）応用生物 ●

〒 107-0062 TEL： 03-3402-5475

東京都港区南青山４丁目１２番３号

代表者： 代表取締役 橘　敏雄

イーアールアイソリューション 7010401042600 なし ● ●

（株）ＥＲＩソリューション ● ●

〒 107-0062 TEL： 03-6757-8794 ●

東京都港区南青山三丁目１番３１号　

代表者： 代表取締役 田中　裕

コウギョウシジョウケンキュウショ 3010401009628 なし

（株）工業市場研究所 ●

〒 105-0003 TEL： 03-6459-0150

東京都港区西新橋三丁目６番１０号

代表者： 代表取締役 日暮　琢也

ジャンボ 7020001011541 なし ●

（株）ジャンボ ● ●

〒 225-8501 TEL： 045-912-2112 ●

神奈川県横浜市青葉区荏田町１４７４番地４

代表者： 代表取締役 濱田　眞

ジオリゾーム 4120901007524 トウキョウエイギョウショ

（株）ジオリゾーム （株）ジオリゾーム　東京営業所 ●

〒 564-0032 TEL： 06-6381-4000 〒 135-0016 TEL： 03-5606-4470

大阪府吹田市内本町１‐１‐２１ 東京都江東区東陽３丁目２６番１２号 望月　巧

代表者： 代表取締役 井上　利一

ニホンエヌユーエス 8011101057185 なし

日本エヌ・ユー・エス（株） ●

〒 160-0023 TEL： 03-5925-6720

東京都新宿区西新宿七丁目５番２５号

代表者： 代表取締役社長 近本　一彦

ブンカカガクケンキュウジョ 8010401025918 なし ●

（株）文化科学研究所 ● ●

〒 151-0053 TEL： 03-5354-6180

東京都渋谷区代々木一丁目４３番７号　光ビル４階

代表者： 代表取締役 山名　尚志
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イッセイ 8140001042490 なし

（株）一成 ● ●

〒 675-1217 TEL： 079-428-0682

兵庫県加古川市上荘町薬栗２７番地の１

代表者： 代表取締役 木下　一成
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ノウギョウケイエイケンキュウジョ 9030002010630 なし

（株）農業経営研究所 ●

〒 251-0023 TEL： 0466-53-8755 ●

神奈川県藤沢市鵠沼花沢町１３番１１‐１１０２

代表者： 代表取締役 中川　光朗

アールピーアイトチギ 1060001000273 なし

（株）アールピーアイ栃木 ●

〒 320-0851 TEL： 028-647-3166

栃木県宇都宮市鶴田町１３３３番地１

代表者： 代表取締役 室井　洸人

カンキョウシセツコンサルタント 6011101030978 なし

（株）環境施設コンサルタント ●

〒 160-0017 TEL： 03-3358-6761

東京都新宿区左門町１６番１号

代表者： 代表取締役 江遠　要甫

ソシオエンジニアリング 2120001111154 なし ●

ソシオエンジニアリング（株） ● ●

〒 545-0003 TEL： 06-6626-3070

大阪府大阪市阿倍野区美章園一丁目８番２０号

代表者： 代表取締役 平田　裕

エスアールシー 8010401004483 なし ●

（株）エス・アール・シー ●

〒 105-0001 TEL： 03-3434-1744

東京都港区虎ノ門三丁目１６番７号

代表者： 代表取締役 中澤　康晴

シャカイクウカンケンキュウジョ 3011001011016 なし

（株）社会空間研究所 ●

〒 151-0064 TEL： 03-3465-9401

東京都渋谷区上原三丁目１番１６号

代表者： 代表取締役 山西　冬彦

カラープランニングセンター 8010001040284 なし

（株）カラープランニングセンター ●

〒 103-0002 TEL： 03-3662-4188

東京都中央区日本橋馬喰町一丁目７番６号

代表者： 代表取締役 田邉　学

モリノエネルギーケンキュウジョ 6013101001728 なし

（株）森のエネルギー研究所 ●

〒 205-0001 TEL： 042-578-5130

東京都羽村市小作台１丁目４番地２１ＫＴＤキョーワビル小作台

代表者： 代表取締役 大場　龍夫

ボウサイアンドジョウホウケンキュウジョ 5010001056928 なし ●

（株）防災＆情報研究所 ● ●

〒 103-0005 TEL： 03-3249-4120

東京都中央区日本橋久松町４番１０号

代表者： 代表取締役 高梨　成子
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エスイイシイ 4010601001020 なし

（株）エスイイシイ ●

〒 135-0031 TEL： 03-3641-3466 ●

東京都江東区佐賀一丁目１番１６号

代表者： 代表取締役 佐藤　和美

シミンボウサイケンキュウジョ 9010605002506 なし

（公財）市民防災研究所 ●

〒 136-0072 TEL： 03-3682-1090 ●

東京都江東区大島四丁目５番１４号

代表者： 代表理事 大江　秀敏

シャカイコウソウケンキュウジョ 7010401014038 なし

（株）社会構想研究所 ●

〒 105-0004 TEL： 03-6430-9277

東京都港区新橋五丁目８番６号

代表者： 代表取締役 森　すぐる

コウツウソウゴウケンキュウジョ 9011101061681 なし ● ●

（株）交通総合研究所 ● ●

〒 160-0004 TEL： 03-6380-0360

東京都新宿区四谷四丁目２５番５号ＫＤビル４階

代表者： 代表取締役 玉置　善生

チイキカイハツコンサルタンツ 2011201007211 なし ●

（株）地域開発コンサルタンツ ● ●

〒 164-0011 TEL： 03-5386-7177

東京都中野区中央一丁目１番１号

代表者： 代表取締役 和泉　洋太

プロップテック 2010401121920 なし ●

プロップテック（株） ● ●

〒 102-0074 TEL： 03-5213-5507 ●

東京都千代田区九段南二丁目４番１６号

代表者： 代表取締役 古谷　淳

チイキソウゴウケイカクケンキュウショ 2011001014011 なし

（株）地域総合計画研究所 ● ●

〒 107-0062 TEL： 03-3400-4952 ●

東京都港区南青山五丁目１番２５号

代表者： 代表取締役 森井　緑朗

ユーマック 2010501022127 なし

（株）ユーマック ●

〒 110-0005 TEL： 03-3839-0271

東京都台東区上野三丁目１３番１号

代表者： 代表取締役 北山　健一

トショカンソウゴウケンキュウジョ 7010001097045 なし

（株）図書館総合研究所 ●

〒 112-0012 TEL： 03-3943-7101

東京都文京区大塚三丁目１番１号

代表者： 代表取締役 小澤　嘉謹
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アルケーリサーチ 9011402000636 なし

（有）アルケーリサーチ ●

〒 174-0064 TEL： 03-3931-7141

東京都板橋区中台一丁目４７番３号

代表者： 取締役 藤波　啓容

カイヨウリサーチ 2020001019787 なし ●

（株）海洋リサーチ ● ●

〒 223-0052 TEL： 045-542-1281 ●

神奈川県横浜市港北区綱島東三丁目１０番１４号

代表者： 代表取締役 高橋　実

ティーアールプランニング 9013301024625 なし

（株）ＴＲプランニング ●

〒 170-0005 TEL： 03-5960-0311

東京都豊島区南大塚三丁目３番４号

代表者： 代表取締役 鈴木　隆行

ニデア 3020001063693 なし ● ●

（株）ニデア ● ●

〒 231-0057 TEL： 045-271-1494 ●

神奈川県横浜市中区曙町三丁目４２番　ストークパレス横浜２０３

代表者： 代表取締役 大澤　浩一

ニホンコウツウリサーチ 6013302020898 なし ●

（有）日本交通リサーチ ●

〒 170-0002 TEL： 03-5319-0651

東京都豊島区巣鴨一丁目１４番６号

代表者： 代表取締役 荻島　純一

ケイカンセッケイトウキョウ 4010701011266 なし

（株）景観設計・東京 ●

〒 141-0031 TEL： 03-5435-1170 ●

東京都品川区西五反田三丁目８番３号　町原ビル６階

代表者： 代表取締役 都田　徹

ミライノトショカンケンキュウジョ 4010001174854 なし ●

（株）未来の図書館研究所 ●

〒 113-0033 TEL： 03-6673-7287 ●

東京都文京区本郷五丁目２３番１２号鳩山ビル７階

代表者： 代表取締役所長 永田　治樹

エフペック 3020001032987 なし

（株）ＦＰＥＣ ●

〒 231-0023 TEL： 045-222-8870

神奈川県横浜市中区山下町１９５番地

代表者： 代表取締役 加藤　義幸

バイオマスアグリゲーション 1020001106652 なし

（株）バイオマスアグリゲーション ●

〒 529-0413 TEL： 0749-53-3207

滋賀県長浜市木之本町小山４６５番地

代表者： 代表取締役 久木　裕
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グラック 5010001042003 なし ●

（株）グラック ●

〒 103-0004 TEL： 03-3249-3010

東京都中央区東日本橋三丁目６番１７号

代表者： 代表取締役 北川　明介

リョクセイケイカクケンキュウジョ 5010001032251 なし

（株）緑政計画研究所 ●

〒 102-0073 TEL： 03-3265-8482

東京都千代田区九段北三丁目２番２号　ＢＲロジェ３階Ｋ‐３号室

代表者： 代表取締役 飯塚　良一

ニホンリサーチソウゴウケンキュウジョ 2010005011898 なし

（一社）日本リサーチ総合研究所 ●

〒 102-0093 TEL： 03-5216-7311

東京都千代田区平河町一丁目７番３号

代表者： 理事長 藤岡　文七

リジオナルプランニングチーム 2011101044718 なし

（株）リジオナル・プランニング・チーム ●

〒 160-0004 TEL： 03-5367-3590

東京都新宿区四谷二丁目１１番地

代表者： 代表取締役 山本　清治

サトユメ 3030001012022 なし ● ●

（株）さとゆめ ● ●

〒 102-0074 TEL： 03-5275-5105 ●

東京都千代田区九段南四丁目７番１６号

代表者： 代表取締役 嶋田　俊平

ユナイテッドヘルスコミュニケーション 1010001156789 なし ●

ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション（株） ● ● ●

〒 103-0006 TEL： 03-6661-1154 ●

東京都中央区日本橋富沢町１０‐１６日本橋ＫＫビル２Ｆ

代表者： 代表取締役社長 白瀧　康人

トシカンキョウケイカクケンキュウショ 3010001024944 なし

（株）都市環境計画研究所 ●

〒 101-0032 TEL： 03-3861-4090

東京都千代田区岩本町三丁目２番１号

代表者： 代表取締役 泉　耿介

ブレインファーム 2120001165605 なし

（株）ブレインファーム ●

〒 107-0052 TEL： 03-6234-4165 ●

東京都港区赤坂四丁目１番１号　ＳＨＩＭＡ赤坂ビル

代表者： 代表取締役 新谷　聡美

クウカンソウゾウケンキュウショ 5011002018124 なし

（有）空間創造研究所 ●

〒 150-0036 TEL： 03-3770-0369 ●

東京都渋谷区南平台町２番６号南平台ヒルス

代表者： 代表取締役 草加　叔也
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セイカツコウゾウケンキュウショ 6010001020684 なし ●

（株）生活構造研究所 ● ●

〒 102-0083 TEL： 03-5275-7861 ●

東京都千代田区麹町二丁目５番地４

代表者： 代表取締役 塚田　修二

マヌトシケンチクケンキュウジョ 2010001007355 なし

（株）マヌ都市建築研究所 ●

〒 113-0033 TEL： 03-3816-4037

東京都文京区本郷六丁目１７番９号

代表者： 代表取締役 板谷　龍二郎

マチケン 9030002016710 なし

（株）まち研 ●

〒 330-0063 TEL： 050-3786-5411

埼玉県さいたま市浦和区高砂四丁目４番１号

代表者： 代表取締役 仲　洋美

ジュウタクトシモンダイケンキュウショ 8011001010871 なし

（株）住宅・都市問題研究所 ●

〒 151-0072 TEL： 03-6276-7155

東京都渋谷区幡ヶ谷三丁目２０番１号トライビル

代表者： 代表取締役 平井　允

ニホンスイキチョウサ 4140001025004 なし

日本水機調査（株） ●

〒 651-2132 TEL： 078-325-5373 ●

兵庫県神戸市中央区海岸通一丁目１番１号神戸メリケンビル３０４号

代表者： 代表取締役 山本　政和

ナレッジマネジメントケアケンキュウジョ 3010001159872 なし

（株）ナレッジ・マネジメント・ケア研究所 ●

〒 103-0006 TEL： 03-6206-2422

東京都中央区日本橋富沢町９番１９号

代表者： 代表取締役 佐藤　廣志

シャカイケイカクソウゴウケンキュウショ 8011001069685 なし

（株）社会計画総合研究所 ●

〒 151-0053 TEL： 03-6383-3770

東京都渋谷区代々木一丁目１０番５号　代々木伊藤ローヤルコーポ６０３

代表者： 代表取締役 藤本　敏昭

クオリティオブライフ 5010001105098 なし

（株）クオリティ・オブ・ライフ ●

〒 101-0046 TEL： 03-3526-6751 ●

東京都千代田区神田多町二丁目２番２２号

代表者： 代表取締役 原　正紀

アイゾウエンセッケイジムショ 4011301015442 なし

（株）あい造園設計事務所 ●

〒 168-0063 TEL： 03-3325-6661

東京都杉並区和泉三丁目４６番９号ＹＳ第一ビル

代表者： 代表取締役 澁谷　雄一郎
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ハオギジュツコンサルタントジムショ 3010001135279 なし ●

（株）ハオ技術コンサルタント事務所 ●

〒 102-0072 TEL： 03-3222-1521

東京都千代田区飯田橋二丁目８番３号

代表者： 代表取締役 屶網　太郎

アオイカンキヨウ 4010401035152 なし ● ●

アオイ環境（株） ● ●

〒 108-0073 TEL： 03-5444-6855

東京都港区三田二丁目１７番２９号

代表者： 代表取締役 吉田　悟

シムテクノソウケン 2010001063225 なし ●

（株）シムテクノ総研 ● ●

〒 102-0072 TEL： 03-3556-1641 ●

東京都千代田区飯田橋四丁目３番２号第２木屋ビル

代表者： 代表取締役 山崎　泰嗣

トシノウチカツヨウシエンセンター 5011105000160 なし ●

（一財）都市農地活用支援センター ●

〒 101-0032 TEL： 03-5823-4830

東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号

代表者： 理事長 坂山　修平

カンキョウセッケイケンキュウジョ 2011101011643 なし

（株）環境設計研究所 ●

〒 160-0004 TEL： 03-5269-0771

東京都新宿区四谷四丁目１０番地１

代表者： 代表取締役 金丸　宜弘

チイキケイカク 1070001019684 トウキョウエイギョウショ ●

地域計画（株） 地域計画（株）　東京営業所 ●

〒 373-0033 TEL： 0276-32-1020 〒 153-0042 TEL： 03-5422-3459 ●

群馬県太田市西本町４７番１１号 東京都目黒区青葉台三丁目７番１７号ソプラタワー１３０２号 吉元　浩

代表者： 代表取締役 福田　博重

オーヴァ 4011005005946 なし ●

（特非）ＯＶＡ ● ● ●

〒 169-0075 TEL： 03-5358-9580

東京都新宿区高田馬場四丁目１番７号市川ビルデンス５０１

代表者： 代表理事 伊藤　次郎

エムエムコンサルタント 6010401048441 なし

ＭＭコンサルタント（株） ●

〒 105-0003 TEL： 03-6673-7553

東京都港区西新橋一丁目２２番７号

代表者： 代表取締役 石橋　貢

トウキョウランドスケープケンキュウジョ 5011101041563 なし

（株）東京ランドスケープ研究所 ● ●

〒 151-0071 TEL： 03-6859-1088

東京都渋谷区本町一丁目４番３号エバーグレイス本町１階

代表者： 代表取締役 小林　新
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マインドシェアピーエフアイマネジメント 7010401055395 なし ● ●

（株）マインドシェアＰＦＩマネジメント ● ●

〒 108-0073 TEL： 03-5232-6866 ●

東京都港区三田三丁目２番８号

代表者： 代表取締役 今井　祥雅

プラネットコンサルティングネットワーク 7011702010221 なし

（有）プラネット・コンサルティングネットワーク ● ●

〒 132-0025 TEL： 03-3652-5508

東京都江戸川区松江七丁目２１番１９号

代表者： 代表取締役 岡島　桂一郎

パブリオ 8050001034976 なし ● ●

（株）パブリオ ● ●

〒 300-0312 TEL： 029-804-3353 ●

茨城県稲敷郡阿見町南平台三丁目３５番地３

代表者： 代表取締役 佐藤　勝慶

カセンセイブツケンキュウジョ 6020002033156 なし

（有）河川生物研究所 ● ●

〒 223-0066 TEL： 045-590-6150

神奈川県横浜市港北区高田西四丁目２７番３５号

代表者： 代表取締役 小林　紀雄

アトレアコンサルティング 4290001056661 なし

（株）アトレア・コンサルティング ●

〒 812-0011 TEL： 092-558-0785

福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目１５番２０号２階

代表者： 代表取締役 永利　智子

ワンバリュー 1010401140970 なし ●

ＯＮＥ‐ＶＡＬＵＥ（株） ● ●

〒 136-0071 TEL： 080-1980-9493 ●

東京都江東区亀戸二丁目２８番３号　アセッツ亀戸２０Ｂ

代表者： 代表取締役 フィ　ティ　ホア

シティプランニング 4010602028384 なし ●

（株）シティ・プランニング ●

〒 135-0048 TEL： 03-5620-4371

東京都江東区門前仲町二丁目２番８号

代表者： 代表取締役 前原　行雄

シーシーエヌグループ 3010001181141 シャカイカンキョウチョウサジギョウブ ●

（株）ＣＣＮグループ （株）ＣＣＮグループ　社会環境調査事業部 ●

〒 101-0045 TEL： 03-6262-9716 〒 101-0045 TEL： 03-6262-9716

東京都千代田区神田鍛冶町三丁目７番４号 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目７番４号 坂本　憲彦

代表者： 代表取締役 佐野　正憲

ソウケンジョウホウコウゲイ 6010401053722 なし ●

（株）綜研情報工芸 ● ●

〒 105-0014 TEL： 03-5441-2581 ●

東京都港区芝二丁目３番３号芝二丁目大門ビル７Ｆ

代表者： 代表取締役 本山　幸二
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アドプランツコーポレーション 1130001047349 なし ● ● ●

（株）アドプランツコーポレーション ● ●

〒 604-0802 TEL： 075-708-8587 ●

京都府京都市中京区堺町通竹屋町上る橘町９２番地シンフォニー御所堺町御門前Ｂ‐１

代表者： 代表取締役 増永　滋生

フルハシカンキョウソウゴウケンキュウショ 3180001050263 なし ● ●

（株）フルハシ環境総合研究所 ● ●

〒 460-0022 TEL： 052-324-5351 ●

愛知県名古屋市中区金山一丁目１４番１８号　Ａ‐ＰＬＡＣＥ金山６階

代表者： 代表取締役 浅井　豊司

フナツチズシャ 7013201005099 なし ● ●

（株）船津地図社 ●

〒 152-0004 TEL： 03-3711-3071

東京都目黒区鷹番三丁目１４番１号

代表者： 代表取締役 船津　浩一

ブツリュウカガクケンキュウジョ 6030001012829 なし

（株）物流科学研究所 ●

〒 330-0052 TEL： 048-887-3790

埼玉県さいたま市浦和区本太二丁目２番３６号ＳＵＮＣＲＥＳＴ３０２

代表者： 代表取締役 北村　文章

アンドディ 2010401053453 なし

（株）アンド・ディ ●

〒 105-0003 TEL： 03-6257-1740

東京都港区西新橋一丁目５番５号ビュロー西新橋２Ｆ

代表者： 代表取締役 佐藤　哲也
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スガマリンメカニック 9040001026577 なし ● ●

（株）スガ・マリンメカニック ● ●

〒 243-0033 TEL： 046-265-0774 ●

神奈川県厚木市温水１１６５番地４ハイツ恵１０５

代表者： 代表取締役 田沼　健二

ステラ 6010002053568 なし ●

（有）ステラ ●

〒 101-0021 TEL： 03-5812-4341 ●

東京都千代田区外神田五丁目２番１１号

代表者： 代表取締役 高尾　恵美子

メイビスパートナーズ 2010001202427 なし

ＭＡＶＩＳ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ（株） ●

〒 105-0001 TEL： 03-6459-0859

東京都港区虎ノ門三丁目８番８号ＮＴＴ虎ノ門ビル６階

代表者： 代表取締役 田中　大貴
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