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委託・コンサル日新電通技研（株） 取締役社長 柴山　裕孝2001
にっしんでんつうぎけん 052-261-7236

愛知県名古屋市中区栄３ー２５ー１６

委託・コンサル大和リース（株）岐阜営業所 所長 奥野　俊輔2002
だいわりーす　ぎふえいぎょうしょ 058-275-1601

岐阜県岐阜市薮田東２ー１ー６

委託・コンサル（株）朝日土質設計コンサルタント 代表取締役 大橋　大輔2003
あさひどしつせっけいこんさるたんと 058-275-1061

岐阜県岐阜市須賀４ー１７ー１６

委託・コンサル（株）ユニオン　中濃営業所 取締役営業所長 久保田　孝行2004
ゆにおん　ちゅうのうえいぎょうしょ 0574-26-1456

岐阜県美濃加茂市加茂川町２ー２ー１９

委託・コンサル（株）オリンピアコンサルタント 代表取締役 長瀬　功一2006
おりんぴあこんさるたんと 0584-82-8302

岐阜県大垣市小野４丁目４０番地１

委託・コンサル（株）東海テクノス 代表取締役 中田　建実2007
とうかいてくのす 058-240-2448

岐阜県岐阜市細畑６ー４ー１４

委託・コンサル（株）トクオ 代表取締役 篠原　将士2008
とくお 052-432-5047

愛知県名古屋市中川区万場４ー１１１１

委託・コンサル（株）三進　可茂営業所 所長 松山　博文2009
さんしん　かもえいぎょうしょ 0574-48-8640

岐阜県可児市広見６ー３３

委託・コンサルサンコーコンサルタント（株）岐阜営業所 所長 籔下　昭夫2011
さんこーこんさるたんと　ぎふえいぎょうしょ 058-268-7652

岐阜県岐阜市市橋６ー１３ー１７戸崎第１ビル

委託・コンサル（株）トーニチコンサルタント　岐阜事務所 所長 緒方　健児2012
とーにちこんさるたんと　ぎふじむしょ 058-274-4818

岐阜県岐阜市市橋五丁目５番１０　３０３号

委託・コンサル（株）藤川原設計 代表取締役社長 大鹿　智哉2013
ふじかわはらせつけい 052-788-2021

愛知県名古屋市千種区清住町１丁目７１番１号

委託・コンサル（株）日水コン　岐阜事務所 事務所長 細川　勲2014
にっすいこん　ぎふじむしょ 058-268-7560

岐阜県岐阜市東鶉７丁目６番地グローブ＊

委託・コンサル大同コンサルタンツ（株）可茂営業所 所長 山田　誠2015
だいどうこんさるたんつ　かもえいぎょうしょ 0574-67-1720

岐阜県可児郡御嵩町比衣５６０番地２０４

委託・コンサル青葉工業（株）岐阜営業所 所長 東條　正明2016
あおばこうぎょう　ぎふえいぎようしよ 0574-61-0240

岐阜県可児市塩１１４１ー１

委託・コンサル石原・大島設計事務所 所長 石原　好弘2018
いしはら・おおしませっけいじむしょ 0574-62-4538

岐阜県可児市中恵土２３４０ー１

委託・コンサル日本工営都市空間（株）可茂事務所 所長 諸戸　雅也2020
にほんこうえいとしくうかん　かもじむしょ 0574-63-2805

岐阜県可児市広見１６６１番地１
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委託・コンサル（株）福永建築事務所 代表取締役 福永　秀俊2022
ふくながけんちくじむしょ 0584-73-8757

岐阜県大垣市中川町３ー５ー１

委託・コンサル（株）浦野設計　岐阜支社 支社長 杉山　慎一郎2023
うらのせっけい　ぎふししゃ 058-274-9618

岐阜県岐阜市須賀１ー７ー２３

委託・コンサル大井調査設計（株） 代表取締役 加地　健一2025
おおいちようさせつけい 0573-26-1083

岐阜県恵那市東野１２３６ー１

委託・コンサル（株）川上建築事務所 代表取締役 川上　勉2026
かわかみけんちくじむしょ 0575-28-3348

岐阜県関市上白金１２１５ー２４

委託・コンサル（株）ヨコタテック　名古屋支店 支店長 西部　雅英2027
よこたてっく　なごやしてん 052-325-3952

愛知県名古屋市西区平中町１００

委託・コンサル（株）サニー建築設計 代表取締役 日比野　淳2030
さにーけんちくせっけい 058-277-3339

岐阜県岐阜市西川手７ー６１

委託・コンサルランドブレイン（株）岐阜事務所 所長 伊藤　克洋2032
らんどぶれいん　ぎふじむしょ 058-255-2530

岐阜県岐阜市此花町６―８

委託・コンサル中央エンジニアリング（株） 代表取締役 辻　伸之2034
ちゅうおうえんじにありんぐ 058-272-2332

岐阜県岐阜市柳森町２ー５５

委託・コンサル（株）パスコ　岐阜支店 支店長 北田　竹志2035
ぱすこ　ぎふしてん 058-264-3088

岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地

委託・コンサル（株）四門　岐阜支店 支店長 舘　利久2037
しもん　ぎふしてん 0574-69-0730

岐阜県可児市長坂５ー２６

委託・コンサル中日本航空（株）岐阜支店 支店長 松野　和夫2038
なかにほんこうくう　ぎふしてん 058-254-8733

岐阜県岐阜市長住町９ー１１

委託・コンサル（株）石田技術コンサルタンツ　岐阜支店 支店長 生駒　健2040
いしだぎじゅつこんさるたんつ　ぎふしてん 0574-61-0521

岐阜県可児市川合８５７ー１

委託・コンサル（株）地域計画建築研究所　名古屋事務所 名古屋事務所長 畑中　直樹2043
ちいきけいかくけんちくけんきゅうしょ　なごやじむしょ 052-462-1030

愛知県名古屋市中村区那古野一丁目４７番１号名古屋国際センタービル

委託・コンサル（株）宮崎一一計画工房 代表取締役 宮崎　一一2044
みやざきかずいちけいかくこうぼう 058-271-2856

岐阜県岐阜市石切町２０

委託・コンサル（株）大紘コンサルタント 代表取締役 渡邉　博幸2045
だいこうこんさるたんと 0574-26-7680

岐阜県美濃加茂市加茂川町一丁目４番２９号

委託・コンサル（株）孝美設計 代表取締役 渡邉　孝美2047
こうみせっけい 0574-25-6087

岐阜県美濃加茂市太田町１８９３ー７
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委託・コンサル（株）西建築設計事務所 代表取締役 西　久樹2048
にしけんちくせつけいじむしよ 0577-32-1662

岐阜県高山市初田町２丁目１１番地４メゾンダイショー２０２

委託・コンサル岐阜県森林組合連合会 代表理事会長 洞口　博2049
ぎふけんしんりんくみあいれんごうかい 058-275-4898

岐阜県岐阜市六条江東２ー５ー６

委託・コンサル大建都市開発（株） 代表取締役 鈴木　栄嗣2050
だいけんとしかいはつ 058-265-3451

岐阜県岐阜市佐久間町２０

委託・コンサル設計工房古山 代表 古山　光司2051
せっけいこうぼうふるやま 0574-63-2101

岐阜県可児市広見１ー１６

委託・コンサル野中建築事務所 事業主 野中　和弘2053
のなかけんちくじむしょ 0574-25-7237

岐阜県可児市今渡１５９５ー４５

委託・コンサル（株）東畑建築事務所　名古屋オフィス 常務執行役員代表 笹村　欽也2057
とうはたけんちくじむしょ　なごやおふぃす 052-459-3621

愛知県名古屋市中村区太閤３ー１ー１８

委託・コンサル新日本設計（株）岐阜営業所 所長 成瀬　健三2058
しんにほんせつけい　ぎふえいぎょうしょ 058-268-8143

岐阜県岐阜市藪田東１ー１０ー８

委託・コンサル内外エンジニアリング（株） 代表取締役社長 池田　正2059
ないがいえんじにありんぐ 075-933-5111

京都府京都市南区久世中久世町１丁目１４１番地

委託・コンサル大日コンサルタント（株） 代表取締役 市橋　政浩2060
だいにちこんさるたんと 058-271-2501

岐阜県岐阜市薮田南３ー１ー２１

委託・コンサル（株）東京設計事務所　岐阜事務所 所長 依岡　克幸2066
とうきょうせっけいじむしょ　ぎふじむしょ 058-379-3015

岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町１ー２７７

委託・コンサル朝日航洋（株）岐阜支店 支店長 黒住　信宏2068
あさひこうよう　ぎふしてん 0584-83-1526

岐阜県大垣市今宿６丁目５２番地１８

委託・コンサル（株）テイコク　加茂営業所 所長 堀野　宏介2069
ていこく　かもえいぎょうしょ 0574-25-1152

岐阜県美濃加茂市新池町二丁目１番５０号

委託・コンサル（株）山田建築事務所 代表取締役 山田　純也2070
やまだけんちくじむしょ 058-242-2999

岐阜県岐阜市岩田西１ー９６

委託・コンサル（株）キンキ地質センター　岐阜事務所 所長 片岡　泰2071
きんきちしつせんたー　ぎふじむしょ 058-277-8717

岐阜県岐阜市茜部大野２丁目２１５番地１

委託・コンサル（株）波多野設計 代表取締役 波多野　正士2072
はたのせっけい 0572-54-2612

岐阜県土岐市肥田浅野朝日町２ー３３ー２

委託・コンサル（株）歩設計 代表取締役 吉田　昭夫2073
あゆむせつけい 058-239-2214

岐阜県岐阜市黒野南３ー８０
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委託・コンサル（株）葵建築設計事務所 代表取締役 山内　康史2074
あおいけんちくせっけいじむしょ 058-210-2037

岐阜県岐阜市栄新町３ー４５ー２

委託・コンサル（株）カトー建築設計室 代表取締役 加藤　友一2076
かとーけんちくせっけいしつ 058-201-5007

岐阜県岐阜市今町四丁目２２番地

委託・コンサル中日本建設コンサルタント（株）岐阜事務所 所長 松本　茂樹2077
なかにほんけんせつこんさるたんと　ぎふじむしょ 058-276-2691

岐阜県岐阜市市橋３ー８ー３

委託・コンサル大日本コンサルタント（株）岐阜営業所 所長 芹川　慎太郎2078
だいにっぽんこんさるたんと　ぎふえいぎょうしょ 058-242-9720

岐阜県岐阜市市橋３ー１ー２１

委託・コンサル愛岐測量（株） 代表取締役 加藤　努2081
あいぎそくりょう 0572-54-1453

岐阜県土岐市土岐津町土岐口１７３４ー６

委託・コンサル（株）野田コンサルタント　中濃営業所 営業所長 天池　克良2084
のだこんさるたんと　ちゅうのうえいぎょうしょ 0574-61-0079

岐阜県可児市今渡１８３６

委託・コンサル（株）水野総合鑑定 代表取締役 水野　雅文2085
みずのそうごうかんてい 058-276-8805

岐阜県岐阜市市橋６ー１０ー１８

委託・コンサル三翠建設コンサルタント（株） 代表取締役 津野田　務2086
さんすいけんせつこんさるたんと 058-273-4155

岐阜県岐阜市市橋３丁目８番３号

委託・コンサル平井工業（株） 代表取締役 平井　利金2087
ひらいこうぎょう 058-392-3588

岐阜県羽島市足近町直道５７８

委託・コンサル（株）森林テクニクス　岐阜営業所 営業所長 南谷　将光2088
しんりんてくにくす　ぎふえいぎょうしょ 058-242-9100

岐阜県岐阜市日野東５丁目２番３８号

委託・コンサル（株）アール・アイ・エー　名古屋支社 支社長 鈴木　哲2090
あーるあいえー　なごやししや 052-586-5851

愛知県名古屋市中村区名駅５ー２８ー１

委託・コンサル（株）東海環境エンジニア　岐阜営業所 所長 秋山　壽男2091
とうかいかんきょうえんじにあ　ぎふえいぎょうしょ 0574-60-4850

岐阜県可児市広見９９１番地

委託・コンサル国際航業（株）岐阜営業所 所長 澤田　剛史2094
こくさいこうぎょう　ぎふえいぎょうしょ 058-269-5240

岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地

委託・コンサル（株）三栄コンサルタント 代表取締役 吉田　祐司2095
さんえいこんさるたんと 058-246-2558

岐阜県岐阜市水海道４ー２２ー１２

委託・コンサル（株）ＮＪＳ　岐阜出張所 所長 渡邉　英人2097
えぬじぇーえす　ぎふしゅっちょうじょ 058-269-6620

岐阜県岐阜市上茶屋町２８

委託・コンサル（株）上智　岐阜支店 支店長 中　寛明2098
じょうち　ぎふしてん 0572-54-7866

岐阜県土岐市泉大島町三丁目２３番地１アネックス＊　４０２号室
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委託・コンサル岐阜県建築設計監理（同） 代表理事 鈴木　栄嗣2099
ぎふけんけんちくせつけいかんり 058-277-6479

岐阜県岐阜市六条南２ー１３ー２

委託・コンサル（株）拓工　岐阜事務所 所長 中村　亮2102
たっこう　ぎふじむしょ 058-380-7808

岐阜県各務原市那加不動丘２ー１７９ー２

委託・コンサル（株）アイエスシイ 代表取締役 森　富雄2103
あいえすしい 052-882-1201

愛知県名古屋市昭和区福江２ー９ー３３

委託・コンサル（株）東洋設計　岐阜営業所 所長 後藤　高穂2104
とうようせっけい　ぎふえいぎょうしょ 0584-71-8840

岐阜県大垣市木戸町４８５ー２アップルコート大垣木戸町２１１

委託・コンサル（株）オオバ　岐阜営業所 所長 北野　学成2105
おおば　ぎふえいぎょうしょ 058-253-0623

岐阜県岐阜市福住町１ー２０

委託・コンサル（株）中部ウエルボーリング社　岐阜事務所 所長 伊藤　博之2106
ちゅうぶうえるぼーりんぐしゃ　ぎふじむしよ 058-212-0287

岐阜県岐阜市忠節町４ー１８ー１２コーポマルセイ２

委託・コンサル（株）ダイヤコンサルタント　岐阜事務所 所長 桑坂　純一2107
だいやこんさるたんと　ぎふじむしょ 058-265-5425

岐阜県岐阜市神室町四丁目３９番地

委託・コンサル（株）大幸建築設計事務所 代表取締役 高橋　正司2108
だいこうけんちくせつけいじむしよ 058-274-3171

岐阜県岐阜市須賀１ー６ー１４

委託・コンサル国土情報開発（株） 代表取締役社長 羽田　寛2111
こくどじょうほうかいはつ 03-5481-3000

東京都世田谷区池尻２ー７ー３

委託・コンサル（株）玉井設計 代表取締役 玉井　秀一2112
たまいせっけい 0566-97-8601

愛知県安城市住吉町１ー２ー４

委託・コンサル（株）ダイナ建築設計 代表取締役 松本　秀男2113
だいなけんちくせっけい 058-251-9741

岐阜県岐阜市本郷町２ー１７ー４

委託・コンサルＮＴＣコンサルタンツ（株）岐阜営業所 所長 山田　秀穂2114
えぬてぃーしーこんさるたんつ　ぎふえいぎょうしょ 058-268-6090

岐阜県岐阜市市橋６ー１３ー１７

委託・コンサル若鈴コンサルタンツ（株）岐阜事務所 所長 箕浦　文麿2115
わかすずこんさるたんつ　ぎふじむしょ 0584-93-1250

岐阜県大垣市静里町３１４ー６

委託・コンサル司設計（株） 代表取締役 細谷　典敬2120
つかさせっけい 058-264-3933

岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８司ビル

委託・コンサル（株）市川工務店 代表取締役 小川　健2121
いちかわこうむてん 058-251-2240

岐阜県岐阜市鹿島町６丁目２７番地

委託・コンサル（株）大建コンサルタント　岐阜支社 取締役支社長 日＊　昇2122
だいけんこんさるたんと　ぎふししゃ 058-254-8625

岐阜県岐阜市沖ノ橋町２丁目３１番地
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委託・コンサル大建設計（株） 代表取締役 鈴木　栄嗣2123
だいけんせつけい 058-265-5766

岐阜県岐阜市佐久間町２０

委託・コンサル（株）車戸建築事務所 代表取締役 車戸　慎夫2124
くるまどけんちくじむしょ 0584-78-8311

岐阜県大垣市鶴見町７３ー３

委託・コンサル（株）三橋設計　名古屋事務所 取締役名古屋事務所長 山田　正司2126
みつはしせっけい　なごやじむしょ 052-937-5573

愛知県名古屋市東区泉２ー２７ー１４

委託・コンサル（株）メイホーエンジニアリング　美濃加茂営業所 営業所長 ＊橋　昭徳2128
めいほーえんじにありんぐ　みのかもえいぎょうしょ 0574-24-2075

岐阜県美濃加茂市本郷町６丁目９番８号

委託・コンサル協和調査設計（株） 代表取締役 江刺家　智2129
きょうわちょうさせっけい 052-365-3711

愛知県名古屋市中川区篠原橋通２ー４４

委託・コンサル（株）大建設計　名古屋事務所 執行役員所長 山本　一成2131
だいけんせっけい　なごやじむしょ 052-930-6701

愛知県名古屋市東区泉２丁目２７番１４号

委託・コンサル日本水工設計（株）岐阜事務所 所長 牧　幹人2133
にほんすいこうせっけい　ぎふじむしょ 058-272-7151

岐阜県岐阜市加納寿町１丁目９番地

委託・コンサル（株）創信　中濃営業所 所長 山本　光哲2135
そうしん　ちゅうのうえいぎょうしょ 0575-28-6267

岐阜県関市植野２５５番地の２

委託・コンサル（株）金華建築事務所 代表取締役 大瀧　繁巳2136
きんかけんちくじむしょ 058-246-8191

岐阜県岐阜市日野西２ー１ー７

委託・コンサルビーム計画設計（株） 代表取締役 久保　正美2137
びーむけいかくせっけい 058-271-9111

岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目３０番地

委託・コンサル（株）熊谷設計 代表取締役 稲垣　達也2139
くまがいせっけい 0572-22-0023

岐阜県多治見市上野町１丁目２６番地カサヒカリ＊　２０２

委託・コンサルアローコンサルタント（株）岐阜支店 支店長 多賀　真澄2141
あろーこんさるたんと　ぎふしてん 058-215-1494

岐阜県岐阜市日光町七丁目２７番地

委託・コンサル（株）石本建築事務所　名古屋オフィス オフィス代表 奥井　康史2143
いしもとけんちくじむしよ　なごやおふぃす 052-263-1821

愛知県名古屋市中区栄四丁目３番２６号昭和ビル

委託・コンサル昭和（株）名古屋支社 支社長 鈴木　肇2144
しょうわ　なごやししゃ 052-262-3571

愛知県名古屋市中区栄４丁目３番２６号

委託・コンサル（株）興栄コンサルタント 代表取締役 小野　慶太2146
こうえいこんさるたんと 058-274-2332

岐阜県岐阜市中鶉４ー１１

委託・コンサル（株）片平新日本技研　岐阜事務所 所長 山田　芳久2147
かたひらしんにっぽんぎけん　ぎふじむしょ 058-214-3425

岐阜県岐阜市芥見嵯峨１丁目９番地２
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委託・コンサル協和設計（株）名古屋支店 取締役支店長 原田　敏広2149
きょうわせっけい　なごやしてん 052-220-1021

愛知県名古屋市中区丸の内１ー１０ー２９

委託・コンサル三城コンサルタント（株） 代表取締役 岡田　和夫2150
さんじょうこんさるたんと 0584-75-5000

岐阜県大垣市波須３ー２１ー１

委託・コンサル（株）大興計測技術 代表取締役 坪井　晃2151
だいこうけいそくぎじゅつ 0575-88-4135

岐阜県郡上市大和町剣８８０ー６

委託・コンサル（株）技研オガワ 代表取締役 小川　龍三2153
ぎけんおがわ 0574-25-7639

岐阜県美濃加茂市古井町下古井２５１８ー４

委託・コンサル（株）イビソク　中濃営業所 所長 関谷　行正2154
いびそく　ちゅうのうえいぎょうしょ 0575-46-8667

岐阜県関市下有知３９　１０３号

委託・コンサルフクイ建築設計事務所 所長 福井　久司2155
ふくいけんちくせっけいじむしょ 0574-25-0763

岐阜県美濃加茂市山手町１ー３３ー１

委託・コンサル（株）日建技術コンサルタント　岐阜営業所 所長 岸江　洋充2157
にっけんぎじゅつこんさるたんと　ぎふえいぎょうしょ 058-212-3621

岐阜県岐阜市金町６ー１５高橋ビル

委託・コンサルキタイ設計（株）岐阜事務所 所長 林　政弘2159
きたいせっけい　ぎふじむしょ 0584-77-6520

岐阜県大垣市南頬町５ー２２ー１

委託・コンサル（株）ニュージェック　岐阜事務所 所長 原田　克弥2160
にゅーじぇっく　ぎふじむしょ 058-249-3652

岐阜県岐阜市蔵前７丁目６番１７号

委託・コンサル（株）中日設計 代表取締役 伊佐次　徹2161
ちゅうにちせっけい 0574-62-1454

岐阜県可児市中恵土２３５９ー３０８

委託・コンサル中部復建（株）岐阜支店 支店長 木田　末雄2162
ちゅうぶふっけん　ぎふしてん 058-207-0001

岐阜県岐阜市鹿島町１丁目１０番地

委託・コンサル（株）東海プランニング 代表取締役 後藤　大輔2165
とうかいぷらんにんぐ 058-328-3444

岐阜県瑞穂市中宮３８１ー１

委託・コンサル（株）山下設計　中部支社 常務執行役員支社長 和田　直2166
やましたせっけい　ちゆうぶししや 052-961-8731

愛知県名古屋市中区錦３ー６ー２９サウスハウス

委託・コンサル（有）エース設計 取締役 吉田　健二2167
えーすせっけい 0572-56-0424

岐阜県多治見市小名田町小滝５番地の３７３

委託・コンサル東海地質工学（株）岐阜営業所 所長 真鍋　保幸2169
とうかいちしつこうがく　ぎふえいぎょうしょ 0584-83-7457

岐阜県大垣市木戸町４８５ー２アップルコート大垣木戸町１０１

委託・コンサルダイシンコンサルタント（株）中濃支店 代表取締役 田口　克也2173
だいしんこんさるたんと　ちゅうのうしてん 0575-21-7320

岐阜県関市広見１９８６ー１
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委託・コンサル（株）神田設計 代表取締役 吉川　明宏2176
かんだせつけい 052-522-3121

愛知県名古屋市西区花の木１ー３ー５

委託・コンサル（株）協同測量社　岐阜営業所 所長 原田　泰2177
きょうどうそくりょうしゃ　ぎふえいぎょうしょ 0573-56-4646

岐阜県恵那市山岡町上手向８４３番地１

委託・コンサル（株）フジヤマ　岐阜営業所 所長 藤山　修2178
ふじやま　ぎふえいぎょうしょ 0572-21-2177

岐阜県多治見市市之倉町１ー２３２

委託・コンサル（株）ランド・コンサルタント　技術センター 所長 香村　喜裕2179
らんどこんさるたんと　ぎじゅつせんたー 058-273-8206

岐阜県岐阜市中鶉四丁目４２番地

委託・コンサル（株）間瀬コンサルタント　岐阜営業所 所長 仲林　秀哲2180
ませこんさるたんと　ぎふえいぎょうしょ 058-267-5045

岐阜県岐阜市西野町一丁目１２番地

委託・コンサル（株）太陽建設コンサルタント 代表取締役 富田　和政2181
たいようけんせつこんさるたんと 058-253-6000

岐阜県岐阜市光明町３ー１

委託・コンサル（株）日本インシーク　関営業所 所長 高原　淳2182
にほんいんしーく　せきえいぎょうしょ 0575-29-6560

岐阜県関市小瀬２７９４ー３

委託・コンサル東和コンサルタント（株） 代表取締役 廣瀬　啓司2185
とうわこんさるたんと 058-327-3997

岐阜県瑞穂市別府１３９７ー１

委託・コンサル（株）馬場建築事務所 代表取締役 馬場　正博2186
ばばけんちくじむしょ 0574-26-4134

岐阜県美濃加茂市本郷町９ー８ー８

委託・コンサル（株）彰事務所 代表取締役 田代　彰男2187
あきらじむしょ 058-252-0418

岐阜県岐阜市鏡島南１ー８ー３

委託・コンサル中外テクノス（株）中部支社 支社長 藤原　啓2188
ちゅうがいてくのす　ちゅうぶししゃ 052-739-3701

愛知県名古屋市守山区花咲台２丁目３０３番地

委託・コンサル（株）エイト日本技術開発　岐阜事務所 事務所長 宮崎　智明2190
えいとにほんぎじゅつかいはつ　ぎふじむしょ 058-254-8400

岐阜県岐阜市長住町９丁目１１番地

委託・コンサル（株）中央設計技術研究所　岐阜事務所 所長 臼井　謙一郎2192
ちゅうおうせっけいぎじゅつけんきゅうしょ　ぎふじむしょ 058-276-7020

岐阜県岐阜市薮田南一丁目２番３号

委託・コンサル（株）デザインボックス 代表取締役 八代　俊2196
でざいんぼっくす 058-240-7899

岐阜県岐阜市日野南９ー１ー１７

委託・コンサル（株）塚原建築研究所 代表取締役 塚原　進2198
つかはらけんちくけんきゅうしょ 058-294-6660

岐阜県岐阜市雄総柳町２ー３９

委託・コンサル中央開発（株）岐阜営業所 所長 河原　弘明2200
ちゅうおうかいはつ　ぎふえいぎょうしょ 058-273-7611

岐阜県岐阜市東鶉３―１１０―１Ａ
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委託・コンサル応用地質（株）岐阜営業所 営業所長 今井　良則2202
おうようちしつ　ぎふえいぎょうしょ 058-249-1201

岐阜県岐阜市竜田町６丁目１１東海マンション６０３号

委託・コンサル（株）村山建築設計事務所 代表取締役 村山　恒久2204
むらやまけんちくせっけいじむしょ 058-251-4777

岐阜県岐阜市沖ノ橋町２ー２５

委託・コンサル（株）国際開発コンサルタンツ　岐阜事務所 所長 山本　孝2206
こくさいかいはつこんさるたんつ　ぎふじむしょ 0574-66-6122

岐阜県可児市若葉台三丁目１６６番地

委託・コンサルアジア航測（株）岐阜支店 支店長 永田　則行2207
あじあこうそく　ぎふしてん 058-278-3033

岐阜県岐阜市市橋４ー６ー７鈴木ビル

委託・コンサル（株）千代田コンサルタント　岐阜営業所 所長 柴田　修2208
ちよだこんさるたんと　ぎふえいぎょうしょ 0584-77-5454

岐阜県大垣市恵比寿町一丁目７番地

委託・コンサル（株）名邦テクノ岐阜営業所 所長 平井　鋭司2209
めいほうてくのぎふえいぎょうしょ 058-215-0288

岐阜県岐阜市栄新町３―９２

委託・コンサル（株）新日　岐阜支店 支店長 脇田　雅士2210
しんにち　ぎふしてん 058-276-7567

岐阜県岐阜市松原町７

委託・コンサル（株）環境科学研究所　岐阜支店 支店長 佐野　宣明2211
かんきょうかがくけんきゅうしょ　ぎふしてん 058-201-7799

岐阜県羽島市竹鼻町飯柄１１４番地１

委託・コンサル東邦地水（株）岐阜営業所 所長 山本　幹登2212
とうほうちすい　ぎふえいぎょうしょ 058-255-1369

岐阜県岐阜市西荘４ー１９ー１１ー１０７

委託・コンサル（株）三宅設計 代表取締役 三宅　晶信2213
みやけせっけい 0574-62-1881

岐阜県可児市中恵土２１７５

委託・コンサル基礎地盤コンサルタンツ（株）岐阜事務所 所長 岩山　浩2216
きそじばんこんさるたんつ　ぎふじむしょ 058-276-7012

岐阜県岐阜市加納新本町２ー２７

委託・コンサル（株）オリエンタルコンサルタンツ　岐阜事務所 所長 杉原　厚2219
おりえんたるこんさるたんつ　ぎふじむしょ 058-273-5436

岐阜県岐阜市藪田南１ー２ー３

委託・コンサル（株）丹羽英二建築事務所 代表取締役 丹羽　英夫2221
にわえいじけんちくじむしょ 052-332-3501

愛知県名古屋市中区金山２ー８ー４

委託・コンサル（株）三＊コンサルタンツ 取締役社長 久野　格彦2222
さんゆうこんさるたんつ 052-933-7801

愛知県名古屋市東区代官町３５ー１６

委託・コンサル（株）都市造形研究所 代表取締役 原田　菜穂2224
としぞうけいけんきゅうじょ 052-972-6831

愛知県名古屋市中区丸の内３丁目６番２７号

委託・コンサル（株）アサノ大成基礎エンジニアリング　岐阜営業所 所長 廣瀬　義純2225
あさのたいせいきそえんじにありんぐ　ぎふえいぎょうしょ 058-240-5376

岐阜県岐阜市北一色７ー２５ー２６
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委託・コンサル（株）内藤建築事務所　名古屋事務所 所長 植田　善富2227
ないとうけんちくじむしょ　なごやじむしょ 052-212-4645

愛知県名古屋市中区錦１ー７ー３２名古屋ＳＩビル

委託・コンサル（株）エフウォーターマネジメント　岐阜事務所 所長 米田　昇司2228
えふうぉーたーまねじめんと　ぎふじむしょ 0584-74-3845

岐阜県大垣市藤江町３丁目９２番地１メゾン川瀬２　４０２号室

委託・コンサル北陽建設（株） 代表取締役 原　滋俊2229
ほくようけんせつ 0261-22-1155

長野県大町市社5377

委託・コンサル（株）カナエジオマチックス　岐阜支店 支店長 ＊橋　勝利2230
かなえじおまちつくす　ぎふしてん 0573-67-8171

岐阜県中津川市茄子川字前田１３８３番１０

委託・コンサル明治コンサルタント（株）岐阜営業所 所長 北浜　英俊2233
めいじこんさるたんと　ぎふえいぎょうしょ 058-278-7431

岐阜県岐阜市加納天神町１丁目９番地１

委託・コンサル中央コンサルタンツ（株）岐阜事務所 所長 長屋　省三2235
ちゅうおうこんさるたんつ　ぎふじむしょ 058-263-1127

岐阜県岐阜市金町６ー６

委託・コンサル（株）東京ソイルリサーチ　名古屋支店 支店長 尾関　浩2237
とうきょうそいるりさーち　なごやしてん 052-979-5671

愛知県名古屋市東区葵３ー１１ー６

委託・コンサル（株）伊藤建築設計事務所 代表取締役 小田　義彦2239
いとうけんちくせっけいじむしょ 052-222-8611

愛知県名古屋市中区丸の内１ー１５ー１５桜通ビル

委託・コンサル南海測量設計（株）岐阜営業所 所長 松平　立憲2240
なんかいそくりょうせっけい　ぎふえいぎょうしょ 058-201-6680

岐阜県岐阜市長良校前町５丁目４番地

委託・コンサル（株）テクノ中部　岐阜事務所 所長 渡辺　千晶2242
てくのちゅうぶ　ぎふじむしょ 058-278-3108

岐阜県岐阜市清本町９ー４１

委託・コンサル（株）協和コンサルタンツ　中部営業所 所長 葛谷　＊彦2243
きょうわこんさるたんつ　ちゅうぶえいぎょうしょ 052-249-3213

愛知県名古屋市中区栄５ー２８ー１２名古屋若宮ビル

委託・コンサル（株）中日コンサルタント 代表取締役 北川　義展2244
ちゅうにちこんさるたんと 0574-25-5523

岐阜県美濃加茂市西町６ー１００

委託・コンサル（株）日新技術コンサルタント　大垣出張所 所長 川名　俊一2248
にっしんぎじゅつこんさるたんと　おおがきしゅっちょうしょ 0584-83-3620

岐阜県大垣市中野町１ー１４

委託・コンサル（株）佐藤総合計画　中部事務所 事務所長 横田　三二2249
さとうそうごうけいかく　ちゅうぶじむしょ 052-220-5105

愛知県名古屋市中区錦１ー２０ー１２

委託・コンサル（株）アオイテック　岐阜事務所 取締役所長 礒部　吉伸2250
あおいてっく　ぎふじむしょ 058-274-3161

岐阜県岐阜市下奈良２ー５ー１

委託・コンサル日本海航測（株）名古屋支店 支店長 今井　克士2251
にほんかいこうそく　なごやしてん 052-506-9181

愛知県名古屋市西区市場木町１８６アポアール１０３
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委託・コンサル（株）日本海コンサルタント 代表取締役 黒木　康生2252
にほんかいこんさるたんと 076-243-8258

石川県金沢市泉本町２ー１２６

委託・コンサル川崎地質（株）岐阜営業所 所長 加藤　晃一2253
かわさきちしつ　ぎふえいぎょうしょ 058-277-0501

岐阜県岐阜市今嶺１ー２２ー５ー２０３

委託・コンサル（株）協和設計事務所 代表取締役 加藤　隆2257
きょうわせっけいじむしょ 058-248-4545

岐阜県岐阜市北一色３ー２ー２３

委託・コンサル（株）岐阜ソイルコンサルタント 代表取締役 阿部　卓也2258
ぎふそいるこんさるたんと 058-277-6813

岐阜県岐阜市薮田南５丁目１０番地５

委託・コンサル（株）岐阜建築設備計画 代表取締役 松尾　仁2260
ぎふけんちくせつびけいかく 058-294-2366

岐阜県岐阜市早田栄町２ー１６

委託・コンサル（株）林事務所 代表取締役 林　千年2261
はやしじむしょ 0574-62-5011

岐阜県可児市広見１丁目３７番地

委託・コンサル（株）徳岡設計 代表取締役 徳岡　浩二2262
とくおかせっけい 06-6910-7178

大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号

委託・コンサル国土防災技術（株）岐阜営業所 所長 松田　修2263
こくどぼうさいぎじゆつ　ぎふえいぎようしよ 0573-20-3012

岐阜県恵那市大井町１１２０ー３０３各務ハイツ１Ｂ号

委託・コンサル興亜開発（株）岐阜営業所 所長 天木　亨2268
こうあかいはつ　ぎふえいぎょうしょ 058-251-5268

岐阜県岐阜市敷島町９ー９ー１ー３０２

委託・コンサル八千代エンジニヤリング（株）岐阜事務所 所長 津野　博司2271
やちよえんじにやりんぐ　ぎふじむしょ 0584-77-5030

岐阜県大垣市桐ケ崎町３７番地２

委託・コンサル富士エンジニアリング（株） 代表取締役社長 寺本　博亘2272
ふじえんじにありんぐ 052-763-1616

愛知県名古屋市千種区池下１丁目１１番２１号サンコート池下　５階

委託・コンサル（株）田原コンサルタント 代表取締役 田原　秀利2273
たはらこんさるたんと 0574-63-5515

岐阜県可児市今渡１９００

委託・コンサルオリジナル設計（株）岐阜営業所 所長 寺西　紀人2274
おりじなるせっけい　ぎふえいぎょうしょ 058-232-7872

岐阜県岐阜市宮浦町７ー１０６

委託・コンサル（株）ＫＡＮＳＯテクノス　今渡支店 支店長 井尻　健嗣2276
かんそーてくのす　いまわたりしてん 0574-62-5322

岐阜県可児市川合２７９３ー２６

委託・コンサル丸ス産業（株） 代表取締役 藤井　紳二2277
まるすさんぎよう 0574-72-1318

岐阜県加茂郡白川町三川１２７０

委託・コンサル（株）テクノス電子企画 代表取締役 椛澤　嘉彦2278
てくのすでんしきかく 052-461-4002

愛知県名古屋市中村区十王町５ー２８
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委託・コンサル（株）地域コンサルタント 代表取締役 増尾　勇雄2280
ちいきこんさるたんと 0573-26-3220

岐阜県恵那市長島町正家１０６７ー２５０

委託・コンサルシーラカンスケイアンドエイチ（株） 代表取締役 堀場　弘2284
しーらかんすけいあんどえいち 03-5355-0635

東京都杉並区永福２丁目２３番５号ＨＨＨ

委託・コンサル（株）綜企画設計　名古屋支店 名古屋支店長 犬飼　和行2286
そうきかくせっけい　なごやしてん 052-930-8878

愛知県名古屋市東区葵２丁目１２番１号

委託・コンサル（有）大建ｍｅｔ 代表取締役 平野　勝雅2287
だいけんえむいーてぃ 058-212-3063

岐阜県岐阜市若宮町１丁目１０番地

委託・コンサル（一財）岐阜県公衆衛生検査センター 理事長 中村　弘揮2289
ぎふけんこうしゅうえいせいけんさせんたー 058-247-1300

岐阜県岐阜市曙町４ー６

委託・コンサル（株）トライ 代表取締役 田口　義也2293
とらい 0573-78-2075

岐阜県中津川市茄子川１５３４ー１６６

委託・コンサル（株）建築計画研究所 代表取締役 三宅　洋2294
けんちくけいかくけんきゆうじよ 058-324-5080

岐阜県本巣市上真桑２２５０番地６４

委託・コンサル（有）小林建築設計事務所 代表取締役 小林　美由紀2295
こばやしけんちくせつけいじむしよ 0577-34-2428

岐阜県高山市西之一色町３ー１７２８ー１

委託・コンサル（株）アコード 代表取締役 福留　純子2296
あこーど 06-6445-0557

大阪府大阪市西区京町堀１ー１０ー１４

委託・コンサル（株）協和設計事務所　岐阜事務所 所長 高田　哲男2297
きょうわせっけいじむしょ　ぎふじむしょ 058-230-1391

岐阜県岐阜市折立字北浦２８４ー１

委託・コンサル（株）華陽コンサルタント 代表取締役 塚原　明2298
かようこんさるたんと 058-294-7178

岐阜県岐阜市光町１ー８

委託・コンサル（株）大和地質　岐阜営業所 岐阜営業所長 大久保　卓2299
だいわちしつ　ぎふえいぎょうしょ 058-234-8088

岐阜県岐阜市小野５８７ー２

委託・コンサル（株）第一設計　岐阜営業所 所長 桜井　照大2306
だいいちせっけい　ぎふえいぎょうしょ 0586-89-6955

岐阜県各務原市川島河田町２０２番地

委託・コンサル中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋（株）多治見道路事務 所長 武内　道雄2311
なかにほんはいうぇい・えんじにありんぐなごや　たじみどうろじむしょ 0572-23-7606

岐阜県多治見市白山町３丁目６６番１号

委託・コンサル（有）荒井建築設計事務所 代表取締役 荒井　誠二2312
あらいけんちくせっけいじむしょ 0575-82-4522

岐阜県郡上市白鳥町那留５３６ー１

委託・コンサル（株）中部森林技術コンサルタンツ 代表取締役 児波　昌則2313
ちゅうぶしんりんぎじゅつこんさるたんつ 052-201-8801

愛知県名古屋市中区丸の内一丁目７番１７号
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委託・コンサル（株）葵エンジニアリング 代表取締役 角田　安史2314
あおいえんじにありんぐ 052-486-2200

愛知県名古屋市中村区佐古前町２２番６号

委託・コンサル（株）北辰測量設計 代表取締役 福岡　隆2317
ほくしんそくりょうせっけい 0573-26-2833

岐阜県恵那市東野2447

委託・コンサル（株）新居千秋都市建築設計 代表取締役 新居　千秋2319
あらいちあきとしけんちくせっけい 03-3760-5411

東京都目黒区祐天寺２ー１４ー１９四宮ビル２階

委託・コンサル藤コンサル（株）岐阜事務所 岐阜事務所長 今瀬　佳人2320
ふじこんさる　ぎふじむしょ 058-215-1520

岐阜県岐阜市金町五丁目２４番地

委託・コンサル三協調査設計（株）岐阜営業所 営業所長 尾崎　明仁2321
さんきょうちょうさせっけい　ぎふえいぎょうしょ 0573-64-9951

岐阜県中津川市苗木４５８６番地６３

委託・コンサル地域総合コンサルタント（株）岐阜支店 支店長 山本　晃2322
ちいきそうごうこんさるたんと　ぎふしてん 058-295-1860

岐阜県岐阜市近島３丁目１番１号　洋伸ビル２階

委託・コンサル（株）中央クリエイト　岐阜営業所 所長 伊藤　豪2325
ちゅうおうくりえいと　ぎふえいぎょうしょ 058-216-5203

岐阜県岐阜市茜部菱野２丁目６０番地５

委託・コンサル（株）浪速技研コンサルタント　中部事務所 所長 村田　省一2326
なにわぎけんこんさるたんと　ちゅうぶじむしょ 0565-41-4655

愛知県豊田市桜町２丁目５４番地松村ビル２Ｂ

委託・コンサル松岡測量設計（株）岐阜営業所 所長 服部　厚2328
まつおかそくりょうせっけい　ぎふえいぎょうしょ 058-293-5134

岐阜県岐阜市北柿ヶ瀬１０９番地２

委託・コンサル（株）アーキジオ　飛騨 所長 田中　昌樹2329
あーきじお　ひだ 0577-36-7307

岐阜県高山市上一之町３６

委託・コンサル（株）伸和 代表取締役 林　清一2330
しんわ 052-692-0146

愛知県名古屋市南区豊一丁目４５ー１２

委託・コンサル（株）道路建設コンサルタント　岐阜営業所 岐阜営業所長 川端　喜作2332
どうろけんせつこんさるたんと　ぎふえいぎょうしょ 058-391-1203

岐阜県羽島市正木町大浦１４２８

委託・コンサルナチュラルコンサルタント（株）岐阜支店 支店長 小寺　誠2334
なちゅらるこんさるたんと　ぎふしてん 0584-78-0311

岐阜県大垣市和合新町１ー１５

委託・コンサル（株）帝国コンサルタント 代表取締役 中西　誠一郎2335
ていこくこんさるたんと 0778-24-0001

福井県越前市国高１ー６ー１

委託・コンサル（株）ホクコク地水 代表取締役 尾蔵　丈房2340
ほくこくちすい 076-241-7158

石川県金沢市御影町２５ー１

委託・コンサル（株）北斗エス・イー・シー 代表取締役 籾井　收2343
ほくとえす・いー・しー 059-202-3946

三重県津市一身田上津部田３０１６サンマンションアーツ山の手二番館３０３
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令和 4年度 令和 5年 1月 6日作成

委託・コンサル（株）復建エンジニヤリング　名古屋支社 支社長 吉益　順二2346
ふっけんえんじにやりんぐ　なごやししゃ 052-203-0651

愛知県名古屋市中区栄２丁目５番１３号

委託・コンサル熊澤建築設計事務所 所長 熊澤　利明2347
くまざわけんちくせつけいじむしょ 0574-63-5656

岐阜県可児市川合２１２９ー２

委託・コンサル東洋コンサルタント（株）名古屋支店 支店長 松本　富士夫2348
とうようこんさるたんと　なごやしてん 052-721-3400

愛知県名古屋市東区古出来１ー１ー８

委託・コンサル（株）三水コンサルタント　岐阜事務所 所長 佐藤　好昭2351
さんすいこんさるたんと　ぎふじむしょ 058-380-2730

岐阜県各務原市蘇原旭町４丁目１番６０

委託・コンサル（株）中部設計　下呂営業所 所長 十二町　真二2352
ちゅうぶせっけい　げろえいぎょうしょ 0576-52-3301

岐阜県下呂市萩原町羽根２５７５ー２

委託・コンサル（株）ＫＲＣ 代表取締役社長 宮入　賢一郎2353
けいあーるしー 026-285-7670

長野県長野市稲里町中央３丁目３３番２３号

委託・コンサル（有）イマセジオシステムズ 代表取締役 今瀬　勉2354
いませじおしすてむず 0575-33-2558

岐阜県美濃市３２０６ー４

委託・コンサル大高理工（株） 代表取締役 林　秀典2355
おおたかりこう 0584-91-3901

岐阜県大垣市桧町５１０ー３

委託・コンサル（株）総合鑑定調査　岐阜支店 支店長 國嶋　順一2356
そうごうかんていちょうさ　ぎふしてん 0573-78-2310

岐阜県中津川市茄子川１３８３番地１０

委託・コンサル（株）玉岡設計 代表取締役 佐藤　満2357
たまおかせっけい 052-261-7626

愛知県名古屋市中区新栄１ー３９ー２１

委託・コンサル中日設計（株） 代表取締役 清谷　英広2360
ちゅうにちせっけい 052-937-6711

愛知県名古屋市東区筒井二丁目１０番４５号

委託・コンサル（株）波多野建築設計事務所 代表取締役 波多野　親良2361
はたのけんちくせっけいじむしょ 0572-22-1400

岐阜県多治見市太平町３ー５６

委託・コンサル（株）総合開発調査 代表取締役 中山　宏史2368
そうごうかいはつちょうさ 058-214-3355

岐阜県岐阜市大菅南１３番２１号

委託・コンサル（株）日新ブリッジエンジニアリング 代表取締役 小森　浩司2370
にっしんぶりっじえんじにありんぐ 058-295-3797

岐阜県岐阜市萱場南１丁目１４番１５号

委託・コンサル（株）環境施設コンサルタント 代表取締役 南雲　克彦2371
かんきょうしせつこんさるたんと 03-5577-3120

東京都千代田区神田神保町一丁目４４番２号

委託・コンサル清水建設（株）名古屋支店 常務執行役員支店長 新村　達也2376
しみずけんせつ　なごやしてん 052-201-7633

愛知県名古屋市中区錦一丁目３番７号
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委託・コンサル（株）エコプラン 代表取締役 林　直見2378
えこぷらん 058-255-0345

岐阜県岐阜市鏡島精華２ー４ー１５ー１０１

委託・コンサル（株）パトス建築設計室 代表取締役 岡田　典久2380
ぱとすけんちくせっけいしつ 058-233-3665

岐阜県岐阜市長良福光２４５８ー１１

委託・コンサル（公財）岐阜県建設研究センター 理事長 船坂　徳彦2383
ぎふけんけんせつけんきゅうせんたー 0584-81-1331

岐阜県大垣市今宿６丁目５２番地１８

委託・コンサル（株）地域環境システム研究所 代表取締役 畑間　慎哉2384
ちいきかんきょうしすてむけんきゅうしょ 06-6110-5445

大阪府大阪市北区豊崎三丁目１０番２号

委託・コンサルフジコンサルタント（株） 代表取締役 加藤　健司2385
ふじこんさるたんと 0567-96-1063

愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字前波２２６番地

委託・コンサル（一財）日本消防設備安全センター 理事長 北崎　秀一2388
にほんしょうぼうせつびあんぜんせんたー 03-5422-1491

東京都港区西新橋３ー７ー１

委託・コンサル山田建築事務所 所長 山田　仁2390
やまだけんちくじむしょ 058-251-8856

岐阜県岐阜市鏡島西１―１１―３０

委託・コンサル太栄コンサルタンツ（株） 代表取締役 川口　英朗2391
だいえいこんさるたんつ 052-332-3355

愛知県名古屋市中区千代田３ー２６ー１８

委託・コンサルパブリック設計（株）大垣事務所 所長 奥野　太輔2392
ぱぶりっくせっけい　おおがきじむしょ 0584-82-5101

岐阜県大垣市今宿六丁目５２番地１６

委託・コンサル（株）建設技術研究所　岐阜事務所 所長 関　賢史2394
けんせつぎじゅつけんきゅうじょ　ぎふじむしょ 058-267-5250

岐阜県岐阜市吉野町６ー１４

委託・コンサル　物品三井共同建設コンサルタント（株）岐阜営業所 所長 竹内　克2395
みついきょうどうけんせつこんさるたんと　ぎふえいぎょうしょ 058-216-2566

岐阜県岐阜市七軒町６番地

委託・コンサル（株）三上建築事務所 代表取締役 益子　一彦2398
みかみけんちくじむしょ 029-224-0606

茨城県水戸市大町３丁目４番３６号

委託・コンサル（株）ＣＰＣ　中部支店 支店長 河本　哲夫2399
しーぴーしー　ちゅうぶしてん 052-414-6101

愛知県名古屋市中村区名駅南１ー１７ー１０

委託・コンサル（株）共栄コンサルタント 代表取締役 増田　哲也2401
きょうえいこんさるたんと 0575-88-4049

岐阜県郡上市大和町河辺５６０ー１

委託・コンサル（企）建築環境システム　名古屋事務所 所長 藤沢　朋彦2402
けんちくかんきょうしすてむ　なごやじむしょ 052-461-8220

愛知県名古屋市中村区森末町４ー１２７ー３

委託・コンサル（株）見取コンサルタント 代表取締役 見取　貴臣2406
みどりこんさるたんと 059-326-1510

三重県四日市市高角町2643
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委託・コンサルナカシャクリエイテブ（株） 代表取締役 山口　寛2408
なかしゃくりえいてぶ 052-895-1132

愛知県名古屋市天白区野並２ー２１３

委託・コンサル（株）藤井設計 代表取締役 藤井　孝一2409
ふじいせっけい 058-383-9516

岐阜県各務原市那加門前町三丁目八十三番地

委託・コンサル日本土地評価システム（株） 代表取締役 足立　陽三2410
にほんとちひょうかしすてむ 052-261-8331

愛知県名古屋市中区大須４ー１１ー５０

委託・コンサル（株）極東技工コンサルタント　岐阜事務所 所長 松田　常美2411
きょくとうぎこうこんさるたんと　ぎふじむしょ 058-213-8622

岐阜県岐阜市金町６丁目２１番地岐阜ステーションビル

委託・コンサル（株）日本水工コンサルタント　岐阜事務所 所長 伊藤　久也2415
にほんすいこうこんさるたんと　ぎふじむしょ 058-278-6561

岐阜県岐阜市茜部大野２ー９０ー１

委託・コンサル（株）光測量コンサルタント 代表取締役 勝　豊春2416
ひかりそくりょうこんさるたんと 0573-66-3087

岐阜県中津川市小川町２ー８

委託・コンサル（株）キミコン 代表取締役 木水　淳文2418
きみこん 0778-62-7700

福井県鯖江市小泉町第２６ー６ー４

委託・コンサル（株）エステム 代表取締役 塩＊　敦子2423
えすてむ 052-611-0611

愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２丁目１９番地の１

委託・コンサル（株）西井都市建築設計事務所 代表取締役 西井　信幸2424
にしいとしけんちくせっけいじむしょ 052-972-7033

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番１９号ライオンズシティ久屋１１階

委託・コンサル（株）ナカノアイシステム　岐阜営業所 所長 番　逸成2428
なかのあいしすてむ　ぎふえいぎょうしょ 058-213-2970

岐阜県岐阜市杉山町６ＡＯＫＩビル３０２号室

委託・コンサル日本工営（株）岐阜事務所 所長 比志島　國明2431
にほんこうえい　ぎふじむしょ 058-278-2375

岐阜県岐阜市薮田南１ー５ー１

委託・コンサル日本メンテナスエンジニヤリング（株）滋賀支店 支店長 水谷　昌二2432
にほんめんてなすえんじにやりんぐ　しがしてん 077-511-2856

滋賀県大津市中央３丁目２‐１

委託・コンサル（株）価値総合研究所 代表取締役社長 桐山　毅2433
かちそうごうけんきゅうしょ 03-5205-7900

東京都千代田区大手町１ー９ー２

委託・コンサル（有）ウッドサークル 代表取締役 中田　英史2434
うっどさーくる 03-3667-7617

東京都中央区日本橋人形町二丁目１６番２号４階

委託・コンサル（株）シーラカンスアンドアソシエイツ　名古屋支店 代表取締役 伊藤　恭行2436
しーらかんすあんどあそしえいつ　なごやしてん 052-251-1751

愛知県名古屋市中区大須３ー５ー１３ＨＡＳＥ　ＢＬＤＧ．１　６Ｆ

委託・コンサル（株）安井建築設計事務所　名古屋事務所 専務執行役員名古屋事 井上　孝成2438
やすいけんちくせっけいじむしょ　なごやじむしょ 052-961-1861

愛知県名古屋市東区泉１ー１０ー２３
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委託・コンサル（株）岡田設計 代表取締役 岡田　直美2439
おかだせっけい 058-248-4551

岐阜県岐阜市長森本町１ー２０ー１５

委託・コンサル（一財）日本気象協会　中部支社 支社長 坂井　紀之2440
にほんきしょうきょうかい　ちゅうぶししゃ 052-912-1153

愛知県名古屋市北区水草町１ー２１ー５

委託・コンサル知久建築設計室 所長 知久　昭密2443
ちくけんちくせっけいしつ 0574-67-4034

岐阜県可児郡御嵩町中２４２４

委託・コンサル（株）阿波設計事務所 代表取締役 湯浅　武夫2446
あわせっけいじむしょ 06-6631-8837

大阪府大阪市浪速区元町２丁目２番１２号

委託・コンサル（一財）日本環境衛生センター 理事長 南川　秀樹2447
にほんかんきょうえいせいせんたー 044-288-4896

神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０ー６

委託・コンサル電気技術開発（株）名古屋支社 支社長 成田　芳教2448
でんきぎじゅつかいはつ　なごやししゃ 052-565-6950

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号

委託・コンサルニチレキ（株）岐阜営業所 所長 立野　壮太郎2449
にちれき　ぎふえいぎょうしょ 058-274-8661

岐阜県岐阜市六条南１ー３ー１

委託・コンサル（株）サーベイリサーチセンター　名古屋事務所 名古屋事務所長 水口　行雄2451
さーべいりさーちせんたー　なごやじむしょ 052-561-1251

愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目１２番９号

委託・コンサル藤川設計（株） 代表取締役 藤川　啓志2452
ふじかわせっけい 059-225-1521

三重県津市港町１９ー１２

委託・コンサル（株）岡田新一設計事務所 代表取締役 津嶋　功2457
おかだしんいちせつけいじむしよ 03-5689-8711

東京都文京区春日１ー１０ー１

委託・コンサル（株）南出測量設計 代表取締役 蓑島　正人2458
みなみでそくりょうせっけい 0575-72-5228

岐阜県郡上市高鷲町大鷲２４４４

委託・コンサルアルスコンサルタンツ（株） 代表取締役 瀧上　彰2459
あるすこんさるたんつ 076-248-4004

石川県金沢市古府２丁目７６番地

委託・コンサル（株）中山綜合コンサルタント 代表取締役 中山　智支2461
なかやまそうごうこんさるたんと 073-455-6335

和歌山県和歌山市栄谷２４１番地

委託・コンサル（株）カワセ測量設計 代表取締役 河瀬　幸弘2462
かわせそくりょうせっけい 0585-22-0177

岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方５１７ー２

委託・コンサル（株）相和技術研究所　大阪事務所 所長 池本　正明2464
そうわぎじゅつけんきゅうしょ　おおさかじむしょ 06-6532-2058

大阪府大阪市西区南堀江４丁目３番２７号１０８

委託・コンサル橋本技術（株）岐阜営業所 所長 橋本　勇2469
はしもとぎじゅつ　ぎふえいぎょうしょ 058-371-2220

岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町２ー２８８ー３
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委託・コンサル（株）河口設計 代表取締役 河口　功2472
かわぐちせっけい 058-232-0440

岐阜県岐阜市津島町四丁目６７番地３

委託・コンサル（株）三愛設計　岐阜営業所 所長 渡辺　徹2473
さんあいせつけい　ぎふえいぎょうしょ 058-267-7140

岐阜県岐阜市真砂町１１ー１５ー１

委託・コンサル（株）アイコ 代表取締役 今山　真治2474
あいこ 0565-48-6048

愛知県豊田市八草町来姓１２５０番地

委託・コンサル（株）ＩＮＡ新建築研究所　西日本支社 支社長 北　伸一朗2475
あいえぬえーしんけんちくけんきゅうじょ　にしにほんししゃ 06-6399-2171

大阪府大阪市淀川区西宮原１ー５ー３３

委託・コンサル（株）大増コンサルタンツ　東濃営業所 所長 馬場　博文2479
おおますこんさるたんつ　とうのうえいぎょうしょ 0572-26-8953

岐阜県多治見市本町一丁目８０番地１校條ビル４Ａ号室

委託・コンサル（株）白山測量 代表取締役 池田　高明2480
はくさんそくりょう 0575-82-5020

岐阜県郡上市白鳥町二日町１３１５ー１

委託・コンサルイッセイコンサルタント（株）岐阜支店 岐阜支店長 大野　秀之2481
いっせいこんさるたんと　ぎふしてん 0574-42-8455

岐阜県可児市平貝戸８ー９

委託・コンサル関西技術コンサルタント（株） 代表取締役 梅垣　亨2482
かんさいぎじゅつこんさるたんと 072-626-0205

大阪府茨木市上中条２丁目１０番２７号

委託・コンサルフクタ建築設計事務所 所長 福田　信行2494
ふくたけんちくせっけいじむしょ 0574-25-2324

岐阜県美濃加茂市太田本町２丁目８番２号　則竹本町アパート＊１０６

委託・コンサル（株）エイテック　西日本支社 支社長 久川　真史2497
えいてっく　にしにほんししゃ 06-4869-3321

兵庫県尼崎市御園町２４番地

委託・コンサル（株）梓設計　中部支社 常務執行役員支社長 中山　明宗2498
あずさせっけい　ちゅうぶししゃ 052-253-8822

愛知県名古屋市中区錦３丁目１５番１５号ＣＴＶ錦ビル

委託・コンサル（株）スギウラ・アーキテクツ 代表取締役 杉浦　友哉2499
すぎうら・あーきてくつ 03-6416-8687

東京都目黒区駒場３丁目２番１９号

委託・コンサル新晃コンサルタント（株）多治見支店 取締役支店長 近藤　直幸2500
しんこうこんさるたんと　たじみしてん 0572-23-3718

岐阜県多治見市平井町一丁目７８番地

委託・コンサル（株）橋梁コンサルタント　岐阜事務所 所長 桑原　睦2501
きょうりょうこんさるたんと　ぎふじむしょ 058-201-7111

岐阜県羽島市福寿町平方７丁目２１番地２０３

委託・コンサル（株）アビエルタ建築・都市 代表取締役 北嶋　祥浩2503
あびえるたけんちく・とし 0749-26-9740

滋賀県彦根市芹橋１ー５ー３０

委託・コンサル（株）市川三千男建築設計事務所　岐阜支店 代表取締役 市川　三千男2504
いちかわみちおけんちくせっけいじむしょ　ぎふしてん 058-201-0835

岐阜県岐阜市真砂町八丁目１１番地１ー１３０１号
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委託・コンサル（株）横河建築設計事務所　名古屋事務所 所長 田中　啓介2505
よこがわけんちくせつけいじむしよ　なごやじむしょ 052-533-6850

愛知県名古屋市中村区名駅２丁目４５番７号

委託・コンサル（株）新日本コンサルタント 代表取締役社長 市森　友明2506
しんにほんこんさるたんと 076-464-6520

富山県富山市奥田新町１ー２３

委託・コンサル（株）丸川建築設計事務所　名古屋事務所 名古屋事務所長 川本　博良2507
まるかわけんちくせっけいじむしょ　なごやじむしょ 052-684-6237

愛知県名古屋市中区栄一丁目１７番１６号藤和シティコープ栄２０５号室

委託・コンサル（株）ウエスコ　名古屋事務所 所長 山下　作樹2508
うえすこ　なごやじむしょ 052-221-7420

愛知県名古屋市中区錦１丁目７番３４号

委託・コンサルパシフィックコンサルタンツ（株）岐阜事務所 所長 大和田　英明2509
ぱしふぃっくこんさるたんつ　ぎふじむしょ 058-264-0533

岐阜県岐阜市元町二丁目９番地４０３号

委託・コンサル（株）日展　名古屋支店 支店長 西嶋　俊章2510
にってん　なごやしてん 052-471-2210

愛知県名古屋市中村区熊野町２ー２２ー１

委託・コンサル（株）中測技研　岐阜支店 支店長 杉山　安世2512
ちゅうそくぎけん　ぎふしてん 058-213-8470

岐阜県岐阜市東金宝町１丁目１８番地

委託・コンサルフジ地中情報（株）名古屋支店 支店長 藤綱　睦啓2514
ふじちちゅうじょうほう　なごやしてん 052-887-1568

愛知県名古屋市中区栄１丁目２４番１５号

委託・コンサル創建設計（株） 代表取締役 今西　和仁2515
そうけんせつけい 058-215-9127

岐阜県岐阜市松屋町２３番地

委託・コンサル（株）日産技術コンサルタント　名古屋事務所 所長 井上　恭自2516
にっさんぎじゅつこんさるたんと　なごやじむしょ 052-249-3121

愛知県名古屋市中区栄五丁目２６番３９号

委託・コンサル（株）ＮＴＴファシリティーズ　東海支店 東海支店長 木下　学2517
えぬてぃてぃふぁしりてぃーず　とうかいしてん 052-683-4540

愛知県名古屋市熱田区五本松町７ー３０

委託・コンサル（有）ｋｗｈｇアーキテクツ 代表取締役 川原田　康子2524
けーだぶりゅえいちじーあーきてくつ 03-6383-5621

東京都杉並区荻窪５丁目１７番６号トーワビル３０１号

委託・コンサルエヌエス環境（株）名古屋支店 支店長 片山　恭治2525
えぬえすかんきょう　なごやしてん 052-795-1180

愛知県名古屋市守山区瀬古東２ー９０７

委託・コンサル（株）青島設計 代表取締役社長 青島　邦人2526
あおしませつけい 052-262-2341

愛知県名古屋市中区大須４ー１４ー５１

委託・コンサル（株）継承社 代表取締役 小長谷　知弘2527
けいしょうしゃ 059-226-2950

三重県津市大谷町２０８番地３５

委託・コンサル（株）岐創設計 代表取締役 山野　慎司2529
ぎそうせっけい 058-233-5862

岐阜県岐阜市学園町３ー３２
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委託・コンサル（株）宮建築設計　東京支店 支店長 宮本　浩作2530
みやけんちくせっけい　とうきょうしてん 03-6280-3305

東京都中央区八丁堀２丁目２８番１０号

委託・コンサル（株）ミユキデザイン 代表取締役 大前　三樹2533
みゆきでざいん 058-264-3202

岐阜県岐阜市美殿町４３番地

委託・コンサル（株）長大　岐阜営業所 所長 ＊塚　真弥2534
ちょうだい　ぎふえいぎょうしょ 0574-24-3630

岐阜県可児市土田５２１８ー１

委託・コンサル（株）中部テクノス 代表取締役 正岡　佳典2535
ちゅうぶてくのす 052-768-4410

愛知県名古屋市名東区本郷２丁目１４１番地

委託・コンサル（株）ユーエス計画研究所 代表取締役 繁野　民輝2539
ゆーえすけいかくけんきゆうじよ 052-846-4001

愛知県名古屋市西区則武新町三丁目１番１７号ＢＩＺｒｉｕｍ名古屋

委託・コンサル（株）グラン・ソラリス 代表取締役 細江　育男2541
ぐらん・そらりす 058-214-3815

岐阜県岐阜市薮田南３丁目４番３号

委託・コンサル（株）創建　岐阜支店 支店長 渋谷　匠2544
そうけん　ぎふしてん 058-268-6733

岐阜県岐阜市加納村松町１丁目７番地

委託・コンサル（株）建築設備計画 代表取締役 安江　規2545
けんちくせつびけいかく 052-914-7171

愛知県名古屋市北区若葉通１ー２８

委託・コンサル（株）金沢計画研究所 代表取締役 水野　孝子2547
かなざわけいかくけんきゅうじょ 076-244-9222

石川県金沢市西泉１ー６６ー１スプリングポイント６階

委託・コンサル都市企画（株）アトリエＨＯＭＭＡ 代表取締役 村上　雅郁2548
としきかく　あとりえほんま 0564-79-8211

愛知県岡崎市藤川町字中町南４８

委託・コンサル環境計測（株）中部営業所 所長 高橋　啓一2549
かんきようけいそく　ちゅうぶえいぎょうしょ 0567-96-4146

愛知県海部郡蟹江町大字今字下六反田６５―１

委託・コンサル（株）エイアンドティ建築研究所　名古屋事務所 取締役 三浦　彰2550
えいあんどていけんちくけんきゆうしよ　なごやじむしょ 052-212-2355

愛知県名古屋市中区栄１ー２２ー１６

委託・コンサル（株）イ・エス・エス 代表取締役 西谷　健2551
い・えす・えす 03-3813-6817

東京都文京区小石川一丁目１番１７号

委託・コンサル（株）日総建　中部事務所 所長 菊池　健一2552
にっそうけん　ちゅうぶじむしょ 052-218-7650

愛知県名古屋市中区錦１ー７ー１５

委託・コンサル（株）地域環境計画　名古屋支社 名古屋支社長 大坪　瑞樹2553
ちいきかんきょうけいかく　なごやししゃ 052-760-2822

愛知県名古屋市名東区高社一丁目６８番地

委託・コンサル（株）新洲 代表取締役 宮島　和彦2554
しんしゆう 077-552-2094

滋賀県栗東市安養寺１‐１‐２４
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委託・コンサル（株）明和プラテック 代表取締役 細渕　敏史2555
めいわぷらてっく 0596-52-5738

三重県多気郡明和町大字斎宮３５７６番地３

委託・コンサル大和不動産鑑定（株）名古屋支社 名古屋支社長 齋藤　善彦2557
だいわふどうさんかんてい　なごやししゃ 052-219-6255

愛知県名古屋市中区栄２丁目３番６号

委託・コンサル（株）ＵＲリンケージ　中部支社 支社長 奥村　恵一2558
ゆーあーるりんけーじ　ちゅうぶししゃ 052-957-1260

愛知県名古屋市中区錦三丁目６番２９号

委託・コンサル（株）ゼンリン　中部支社 支社長 飯田　章2560
ぜんりん　ちゅうぶししゃ 052-684-2771

愛知県名古屋市熱田区沢上２ー１ー３２

委託・コンサル（株）エオネックス 代表取締役 市山　勉2561
えおねっくす 076-238-1181

石川県金沢市東蚊爪町１ー１９ー４

委託・コンサル（有）西川建築設計事務所 代表取締役 西川　国夫2562
にしかわけんちくせっけいじむしょ 0779-65-8519

福井県大野市糸魚町１番４５号

委託・コンサル（株）ほとり建築事務所 代表取締役 加賀　隆徳2563
ほとりけんちくじむしょ 058-214-8784

岐阜県岐阜市笹土居町３５番地１

委託・コンサル丸栄調査設計（株） 代表取締役 谷口　昇2566
まるえいちょうさせっけい 0598-51-3786

三重県松阪市大口町１０２番地２

委託・コンサル（株）近代設計　名古屋支社 支社長 吉房　俊裕2570
きんだいせっけい　なごやししゃ 052-232-0921

愛知県名古屋市中区錦１ー１１ー２０

委託・コンサルジェイアール東海コンサルタンツ（株） 代表取締役社長 岩田　眞2572
じぇいあーるとうかいこんさるたんつ 052-746-7108

愛知県名古屋市中村区名駅５ー３３ー１０

委託・コンサル明豊ファシリティワークス（株） 代表取締役 大貫　美2573
めいほうふぁしりてぃわーくす 03-5211-0066

東京都千代田区平河町二丁目７番９号

委託・コンサル（株）押田建築設計事務所 代表取締役社長 白川　晴邦2574
おしだけんちくせっけいじむしょ 076-492-1225

富山県富山市丸の内３丁目４番１６号

委託・コンサル（有）設計事務所ゴンドラ 取締役 小林　純子2576
せっけいじむしよごんどら 03-5805-3556

東京都文京区春日１丁目５番３号春日タウンホーム１階Ａ号

委託・コンサルＨＡＲＶＥＹ（株） 代表取締役 平林　貴2580
はーぶぇい 050-5433-3090

愛知県名古屋市昭和区阿由知通一丁目５番３号

委託・コンサル（株）ヤス設計 代表取締役 小川　泰弘2581
やすせっけい 058-371-0097

岐阜県各務原市蘇原中央町四丁目１番地３７

委託・コンサル中部水工設計（株）中濃事務所 所長 武藤　亮平2583
ちゅうぶすいこうせっけい　ちゅうのうじむしょ 058-201-4771

岐阜県岐阜市東鶉７丁目６番地
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委託・コンサル（株）Ｄ．Ｉ．Ｇ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ 代表取締役 吉村　昭範2585
でぃーあいじーあーきてくつ 052-753-7777

愛知県名古屋市千種区山添町一丁目１０番地３号

委託・コンサル明治コンサルタント（株）　岐阜営業所 所長 小川　満2587
めいじこんさるたんと　ぎふえいぎょうしょ 058-278-7431

岐阜県岐阜市加納天神町１丁目９番地１

委託・コンサルニチイコンサルタント（株）多治見支店 支店長 河野　貞治2588
にちいこんさるたんと　たじみしてん 0572-44-7805

岐阜県多治見市滝呂町９ー３ー３ー４０３

委託・コンサル（株）アスカ総合設計 代表取締役 谷川　精一2589
あすかそうごうせっけい 0598-58-3260

三重県松阪市伊勢寺町５９０番地の４

委託・コンサル川端建築計画 代表 川端　眞2591
かわばたけんちくけいかく 077-586-2845

滋賀県野洲市野洲１４８番地６

委託・コンサル（株）丹青社 代表取締役 高橋　貴志2593
たんせいしゃ 03-6455-8151

東京都港区港南１ー２ー７０

委託・コンサル（有）香山建築研究所 代表取締役 長谷川　祥久2598
こうやまけんちくけんきゅうしょ 03-3815-4702

東京都文京区本郷２ー１２ー１０

委託・コンサル（株）廣建築設備設計 代表取締役 竹内　一廣2599
ひろけんちくせつびせっけい 058-248-1683

岐阜県岐阜市北一色二丁目７番１８号

委託・コンサル（株）前野建築設計 代表取締役 前野　初像2600
まえのけんちくせっけい 059-228-2550

三重県津市南中央６番６号

委託・コンサル（株）大村建築設計事務所 代表取締役 大村　修2601
おおむらけんちくせっけいじむしょ 0749-62-2651

滋賀県長浜市南呉服町７番１３号

委託・コンサル（株）平和ＩＴＣ 代表取締役 山本　武2602
へいわあいてぃしー 0776-36-5267

福井県福井市渕１丁目１７０４番地

委託・コンサル共同設計（株） 代表取締役 飯田　精三2604
きょうどうせっけい 06-6364-5836

大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号

委託・コンサル日本振興（株）名古屋支店 支店長 國枝　新一2605
にほんしんこう　なごやしてん 052-562-1191

愛知県名古屋市中村区名駅５丁目２７番１３号名駅錦橋ビル５階

委託・コンサル（株）相和コンサルタント 代表取締役社長 岡田　守2606
あいわこんさるたんと 0577-73-5000

岐阜県飛騨市　古川町沼町３７３ー１

委託・コンサル（有）大矢コンサルタント 取締役 矢頭　善次2607
だいやこんさるたんと 0573-25-4187

岐阜県恵那市長島町正家字後田１０６７ー２６６

委託・コンサル（有）ＶＡＮ建築設計室 代表取締役 坂　忠男2608
ばんけんちくせっけいしつ 0584-73-1280

岐阜県大垣市万石１ー１３８ー１
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委託・コンサル（株）アプルデザインワークショップ 代表取締役 江口　英樹2610
あぷるでざいんわーくしょっぷ 03-6264-9906

東京都中央区日本橋馬喰町２ー２ー１２

委託・コンサル（株）弥生コンサルタント 代表取締役 新村　浩志郎2611
やよいこんさるたんと 052-982-7795

愛知県名古屋市北区桐畑町１５６番地

委託・コンサル（株）本間總合建築 代表取締役 本間　充一2614
ほんまそうごうけんちく 03-5846-8155

東京都台東区東上野３丁目２番６号　石田ビル４階

委託・コンサル第一設計監理（株）名古屋支店 支店長 大矢　一郎2615
だいいちせっけいかんり　なごやしてん 052-471-4788

愛知県名古屋市中区丸の内３丁目１９ー１４財形久屋林敬ビル１０階１００５号室

委託・コンサル（株）ティーネットジャパン　名古屋支社 支社長 深見　純2616
てぃーねっとじゃぱん　なごやししゃ 052-589-9201

愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号

委託・コンサル（株）司設計事務所 代表取締役 細谷　深春2617
つかさせっけいじむしょ 052-955-0022

愛知県名古屋市東区白壁２ー１ー３０

委託・コンサル（株）嶺水 代表取締役 小山　忠孝2619
れいすい 0265-23-3000

長野県飯田市上郷別府１８２番地１

委託・コンサル後藤耕太建築工房 所長 後藤　耕太2620
ごとうこうたけんちくこうぼう 058-260-5556

岐阜県各務原市鵜沼羽場町１丁目１７番地１

委託・コンサル（株）グリーンエコ 代表取締役 岡村　雅明2622
ぐりーんえこ 06-6484-5571

大阪府大阪市中央区南船場１ー１７ー１１上野ＢＲビル

委託・コンサル（株）プレック研究所　中部事務所 事務所長 風間　一2623
ぷれっくけんきゅうしょ　ちゅうぶじむしょ 052-222-1161

愛知県名古屋市中区錦１ー１０ー９

委託・コンサル（株）美濃コンサルタント 代表取締役 古田　敏浩2624
みのこんさるたんと 0575-35-1350

岐阜県美濃市生櫛１６８６ー４３

委託・コンサル（株）無線放送設計事務所　北陸事業所 所長 川端　竜美2625
むせんほうそうせっけいじむしょ　ほくりくじぎょうしょ 076-272-8306

石川県金沢市本江町９番１０号

委託・コンサル柴山コンサルタント（株）可茂営業所 所長 林原　邦栄2626
しばやまこんさるたんと　かもえいぎょうしょ 0574-62-8607

岐阜県可児市下恵土２４８４ー１

委託・コンサル（株）シアターワークショップ 代表取締役 伊東　正示2627
しあたーわーくしょっぷ 03-5766-3555

東京都渋谷区神宮前六丁目２３番３号

委託・コンサル（株）隈研吾建築都市設計事務所 代表取締役 横尾　実2628
くまけんごけんちくとしせっけいじむしょ 03-3401-7721

東京都港区南青山２ー２４ー８

委託・コンサル福田道路（株） 代表取締役 海野　正美2629
ふくだどうろ 025-231-1211

新潟県新潟市中央区川岸町１丁目５３番地１
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委託・コンサル（株）ティーハウス建築設計事務所 代表取締役 槻橋　久仁子2631
てぃーはうすけんちくせっけいじむしょ 078-335-5512

兵庫県神戸市中央区元町通六丁目７番１０号５０３

委託・コンサルセントラルコンサルタント（株）岐阜営業所 所長 太刀掛　泰清2632
せんとらるこんさるたんと　ぎふえいぎょうしょ 058-212-0656

岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８

委託・コンサル（株）寺田大塚小林計画同人 代表取締役 寺田　芳朗2633
てらだおおつかこばやしけいかくどうじん 045-222-7686

神奈川県横浜市中区山下町１９３昭和シェル山下町ビル６Ｆ

委託・コンサル（株）楠山設計 代表取締役 久寿米木　康宣2634
くすやませっけい 03-3292-3571

東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地

委託・コンサル（一財）都市農地活用支援センター 理事長 松田　紀子2635
としのうちかつようしえんせんたー 03-5823-4830

東京都千代田区岩本町３丁目９番１３号

委託・コンサル（合）ｏｇｕｍａ 代表社員 大橋　朋晃2636
おぐま 06-4860-6675

岐阜県羽島市小熊町３丁目５６番地

委託・コンサル（株）ジーベック 代表取締役 松浦　好樹2637
じーべっく 054-246-7741

静岡県静岡市葵区唐瀬１丁目１７番３４号

委託・コンサル（株）服部多賢士設計室 代表取締役 服部　貴則2638
はっとりたかしせっけいしつ 058-275-2340

岐阜県岐阜市須賀４ー３ー１６

委託・コンサル（株）プラスニューオフィス 代表取締役 瀬戸　健似2640
ぷらすにゅーおふぃす 03-6380-3634

東京都新宿区早稲田鶴巻町５３４第三八愛ビル１階

委託・コンサル北村直也建築設計事務所 代表 北村　直也2642
きたむらなおやけんちくせっけいじむしょ 090-7958-7846

岐阜県大垣市荒尾町１１５２ー１

委託・コンサル（株）大宇根建築設計事務所 代表取締役 宮地　洋樹2643
おおうねけんちくせっけいじむしょ 042-724-3545

東京都町田市森野１丁目３３番地１８号幹ビル

委託・コンサル日本都市技術（株）　岐阜事務所 所長 石渡　武人2644
にほんとしぎじゅつ　ぎふじむしょ 058-201-2572

岐阜県岐阜市吉野町六丁目１４番地

委託・コンサル（株）中洞設計 代表取締役 中洞　正幸2645
なかほらせっけい 0572-25-8177

岐阜県多治見市光ケ丘一丁目１１５番地

委託・コンサル（株）日さく　西日本支社 執行役員支社長 坂本　博之2646
にっさく　にしにほんししゃ 052-432-0211

愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字東尼ヶ塚１１７番地の２

委託・コンサル（株）都市環境設計 代表取締役社長 中原　聡2647
としかんきょうせっけい 06-6636-2811

大阪府大阪市浪速区恵美須西２‐１４‐３０

委託・コンサル早川都市計画（株） 代表取締役 早川　正喜2648
はやかわとしけいかく 0565-89-8068

愛知県豊田市美里二丁目１７番地の５
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委託・コンサル内外地図（株） 代表取締役 五本木　秀昭2649
ないがいちず 03-3291-0338

東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地

委託・コンサル（株）建設環境研究所　中部支社 支社長 中村　達博2650
けんせつかんきょうけんきゅうじょ　ちゅうぶししゃ 052-218-0666

愛知県名古屋市中区錦３丁目２０番２７号

委託・コンサル澤秀俊設計環境 代表 澤　秀俊2651
さわひでとしせっけいかんきょう 0577-32-6044

岐阜県高山市赤保木町２９７

委託・コンサル日建設計コンストラクション・マネジメント（株） 代表取締役社長 水野　和則2652
にっけんせっけいこんすとらくしょんまねじめんと 03-5803-9770

東京都文京区後楽一丁目４番２７号

委託・コンサル（株）トータルシステム 代表取締役 山田　純也2653
とーたるしすてむ 058-242-3006

岐阜県岐阜市岩田西１丁目９６番地

委託・コンサル（株）ＣＯＲＥ技術研究所 代表取締役社長 真鍋　英規2654
こあぎじゅつけんきゅうしょ 06-6367-2122

大阪府大阪市北区西天満１丁目２番５号

委託・コンサル（株）技研設計 代表取締役 上田　弘和2655
ぎけんせっけい 0776-36-6234

福井県福井市舞屋町第６号３番地１

委託・コンサル中西ひろむ建築設計事務所 代表 中西　啓2656
なかにしひろむけんちくせっけいじむしょ 075-585-5438

京都府京都市中京区西夷川町５６３　夷川ビル３０４

委託・コンサル（株）西川建築設計事務所 代表取締役 西川　大介2657
にしかわけんちくせっけいじむしょ 0776-43-6231

福井県福井市下六条町２０２番地

委託・コンサル（株）静環検査センター　岐阜営業所 営業所長 花井　徹2659
せいかんけんさせんたー　ぎふえいぎょうしょ 058-259-4600

岐阜県岐阜市細畑３丁目７の２１細畑１０２

委託・コンサル（株）ワイド 代表取締役 加納　一憲2660
わいど 0265-78-7533

長野県伊那市西町５８４５番地１

委託・コンサルＦＵＬＬ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＵＤＩＯ（株）一級建築士事務所 代表取締役 降旗　範行2661
ふるぱわーすたじお　いっきゅうけんちくしじむしょ 050-3597-0111

愛知県名古屋市名東区西里町２丁目１８番地２０１

委託・コンサル加藤建築設計事務所 事業主 加藤　雅史2662
かとうけんちくせっけいじむしょ 0573-32-1700

岐阜県恵那市長島町久須見３５３

委託・コンサル（株）アルセッド建築研究所 代表取締役 三井所　清典2663
あるせっどけんちくけんきゅうじょ 03-3409-4532

東京都渋谷区渋谷１ー２０ー１

委託・コンサルクリモトパイプエンジニアリング（株） 代表取締役社長 原田　新2664
くりもとぱいぷえんじにありんぐ 06-6686-1101

大阪府大阪市住之江区泉２ー１ー６４

委託・コンサル（株）ｉｈｒｍｋ一級建築士事務所 代表取締役 井原　正揮2665
あいえいちあーるえむけいいっきゅうけんちくしじむしょ 03-6757-2529

東京都港区三田５ー１０ー２はつせ三田１０２
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委託・コンサル（株）アーバントラフィックエンジニアリング　名古屋事務所 所長 板垣　大二郎2666
あーばんとらふぃっくえんじにありんぐ　なごやじむしょ 052-734-2023

愛知県名古屋市千種区池下町２ー１５

委託・コンサル（株）浦辺設計 代表取締役 西村　清是2667
うらべせっけい 06-6220-0101

大阪府大阪市中央区北浜二丁目１番２６号北浜松岡ビル内

委託・コンサル（株）ＭＮコンサルタント 代表取締役 玉木　伸和2669
えむえぬこんさるたんと 0574-42-6077

岐阜県美濃加茂市下米田町信友４８２

委託・コンサルクワハタ建築設計事務所 事業主 桑畑　義孝2670
くわはたけんちくせっけいじむしょ 0574-53-5371

岐阜県加茂郡川辺町上川辺１２８７ー１

委託・コンサル（株）保全工学研究所 代表取締役 天野　勲2672
ほぜんこうがくけんきゅうしょ 03-5283-8111

東京都千代田区神田小川町１ー１１ー９金子ビル３階

委託・コンサル安部良アトリエ一級建築士事務所 代表 安部　良2673
あべりょうあとりえいっきゅうけんちくしじむしょ 03-6388-6446

東京都港区元麻布２ー５ー１９

委託・コンサル（株）東京ランドスケープ研究所　制作事務所 所長 尾崎　友美2675
とうきょうらんどすけーぷけんきゅうじょ　せいさくじむしょ 058-377-3718

岐阜県岐阜市高森町３丁目３３番

委託・コンサル（株）中部ＥＥＮ 代表取締役 衣笠　貢司2676
ちゅうぶいーいーえぬ 052-848-9371

愛知県名古屋市瑞穂区洲山町三丁目３７番地の３

委託・コンサル日本物理探鑛（株）中部支店 支店長 磯村　晃2677
にほんぶつりたんこう　ちゆうぶしてん 052-753-9662

愛知県名古屋市名東区亀の井２ー１３４

委託・コンサル（一財）ＡＶＣＣ 理事長 久保田　了司2678
えいぶぃしーしー 03-3239-1121

東京都千代田区霞が関三丁目２番１号

委託・コンサル国際文化財（株）中部支店 支店長 川井　健士2679
こくさいぶんかざい　ちゅうぶしてん 052-414-6801

愛知県名古屋市西区名駅２ー２７ー８

委託・コンサル日本測地設計（株）中部支店 支店長 野邊　孝男2680
にほんそくちせっけい　ちゅうぶしてん 052-414-7451

愛知県名古屋市中区錦一丁目７番３２号名古屋ＳＩビル９Ｆ

委託・コンサル（株）高橋茂弥建築設計事務所 代表取締役 高橋　辰弥2681
たかはししげやけんちくせっけいじむしょ 054-246-2731

静岡県静岡市葵区西千代田町２９ー３０

委託・コンサル（株）ペンギンアーキテクツ 代表取締役 吉田　昭夫2682
ぺんぎんあーきてくつ 050-5370-4153

岐阜県岐阜市北山２丁目２番２号

委託・コンサル復建調査設計（株）名古屋支店 支店長 池尾　浩2683
ふっけんちょうさせっけい　なごやしてん 052-931-5222

愛知県名古屋市東区葵２ー１２ー１

委託・コンサル（株）青木茂建築工房 代表取締役 青木　茂2684
あおきしげるけんちくこうぼう 092-741-8840

福岡県福岡市中央区長浜一丁目２ー６ー２０６号
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委託・コンサル（株）ノア技術コンサルタント 代表取締役 笹畑　憲治2685
のあぎじゅつこんさるたんと 0744-45-3300

奈良県桜井市大字川合２７２番地の４

委託・コンサル（株）ジオサービス 代表取締役 林　良介2686
じおさーびす 058-297-7533

岐阜県岐阜市日光町７ー２８

委託・コンサルクラ設計（株） 代表取締役 ＊倉　康人2687
くらせっけい 052-908-0939

愛知県名古屋市西区名西１丁目２０番４９号

委託・コンサル（有）ナスカ 代表取締役 古谷　誠章2688
なすか 03-5272-4808

東京都新宿区戸山３丁目１５番１号

委託・コンサル（株）エーシーエ設計 取締役社長 小林　宣範2689
えーしーえせっけい 026-296-8300

長野県長野市柳原２３６０番地４

委託・コンサル大和探査技術（株）中部支店 支店長 亀谷　祐幸2690
だいわたんさぎじゅつ　ちゅうぶしてん 052-253-5311

愛知県名古屋市中区橘１ー６ー３０

委託・コンサル（株）ナノメートルアーキテクチャー一級建築士事務所 代表取締役 三谷　あつみ2691
なのめーとるあーきてくちゃーいっきゅうけんちくしじむしょ 090-7697-5284

愛知県名古屋市中区栄４ー１７ー２７エンパイアビル４０２

委託・コンサル（株）松本コンサルタント　三重営業所 所長 松本　光男2692
まつもとこんさるたんと　みええいぎょうしょ 0595-53-0700

三重県伊賀市別府２７８番地の５

委託・コンサル（株）エース 代表取締役 松川　統久2693
えーす 075-351-6878

京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町　２０５

委託・コンサル（株）グラフィック　岐阜営業所 所長 百瀬　晃2694
ぐらふぃっく　ぎふえいぎょうしょ 058-201-0714

岐阜県岐阜市茜部菱野一丁目５０番地大道ビル３０５

委託・コンサル大春建築工房　ｄｅｓｉｇｎ　ｌａｂｏ 事業主 山田　敬志2695
だいはるけんちくこうぼう　でざいんらぼ 0572-21-4618

岐阜県多治見市滝呂町９ー１５２ー７

委託・コンサル（株）ＲＹアーキテクツ 代表取締役 菊地　龍介2696
あーるわいあーきてくつ 03-6712-7450

東京都渋谷区南平台町４ー８

委託・コンサル（有）日本建築研究所 代表取締役 古川　敏夫2697
にほんけんちくけんきゅうじょ 04-7159-5195

千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１クレスト南流山１０６号

委託・コンサル（株）エノモト農材 代表取締役 小川　文博2698
えのもとのうざい 0585-34-3590

岐阜県揖斐郡大野町大字上磯４９ー３
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