
－ －1

徳島事務所

所長　乃一　武

関西支社

取締役支社長　庄　幸雄

大阪支店

支店長　髙橋　美樹

775-0203

令和  4 年  6 月  1 日県外

所長　金生　良秋

大阪オフィス

オフィス代表　谷口　嘉彦
240129 株式会社　石本建築事務所

関西支社

常務執行役員支社長　菅根　義明

四国支店

高知県高知市駅前町2-16

772-0003
徳島県鳴門市撫養町南浜字東
浜252　201号

770-0905

541-0054
大阪府大阪市中央区南本町2-
6-12

徳島県徳島市東大工町1-9-1

支店長　田村　汎史

徳島県海部郡海陽町大里字馬
谷62-2

四国支店

支店長　程野　祐介

広島支店

取締役支店長　今井　昌之

780-0053

799-0111

四国営業所

徳島県徳島市昭和町2-86-1

大阪支社

支社長　川田　啓一

受任者

代表者職・氏名

現在

郵便番号

530-0027 大阪府大阪市北区堂山町3-3

住　　　　　　所

阿南市入札参加有資格業者名簿

代表取締役　堀　修一

西日本支社

支社長　北　伸一朗

徳島県徳島市応神町古川字日
ノ上7-6

771-1151

761-0302 香川県高松市上林町309-1
　

四国支店

支店長　上田　仁

香川県高松市寿町1丁目2番5号

徳島県鳴門市大麻町市場字東
原63-1

徳島県徳島市八百屋町1-14

大阪府大阪市北区大淀中1-1-
90

770-0841

779-0315

徳島営業所

所長　田中　真樹
240105 アジア航測　株式会社

240053 朝日設計　株式会社
徳島事務所

所長　光成　英之

790-0808

760-0023240107 朝日航洋　株式会社
高松支店

支店長　及川　雄司

徳島営業所

所長　田中　潤

240510 アイレック技建　株式会社

240384 株式会社　アクアプランニング

大阪府大阪市淀川区西宮原1-
5-33

愛媛県松山市竹原2-13-24

愛媛県松山市若草町3-6

790-0053

532-0004株式会社　ＩＮＡ新建築研究所

株式会社　あい設計
四国支社

株式会社　阿波設計事務所

240101

商号又は名称
登録
番号

240488

240496

240187

240353 株式会社　アイ・ティー・シー

株式会社　アール・アイ・エー

愛媛県四国中央市金生町下分
221-12

770-0942

支社長　土岐　裕二

240442 株式会社　Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 732-0052

株式会社　梓設計 531-0076240161

240194

240286 いであ　株式会社
四国支店

支店長　川田　大理

アセス　株式会社

広島県広島市東区光町2-14-16

240450 香川県綾歌郡宇多津町790-2株式会社　イ・エス・エス 769-0210

240068 株式会社　ウエスコ
徳島事務所

所長　南　恵司

240057 株式会社　イビソク
徳島営業所

所長　村上　真仁

株式会社　浦野設計

240073 株式会社　潮技術コンサルタント

240416 株式会社　エックス都市研究所

240414

支店長　松井　良徳

徳島支店

540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2-2-
20

532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5-
9-1

240445 株式会社　エイテック

240008 株式会社　エイト日本技術開発 770-0856 徳島県徳島市中洲町2-8

西日本支社

支社長　久川　真史
660-0861 兵庫県尼崎市御園町24
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240438
基礎地盤コンサルタンツ　株式会
社

徳島事務所
770-0813 徳島県徳島市中常三島町3-8-1

所長　樋口　昭雄

240479 株式会社　気象工学研究所
　

550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-8-5
代表取締役社長　小久保　鉄也

240074
株式会社　極東技工コンサルタン
ト

徳島事務所
776-0010

徳島県吉野川市鴨島町鴨島229
番地4所長　佐藤　浩

240223 共同設計　株式会社
　

530-0047
大阪府大阪市北区西天満5-10-
14代表取締役　飯田　精三

240213 株式会社　教育施設研究所
大阪事務所

530-0044 大阪府大阪市北区東天満1-6-6
常務取締役所長　八田 利幸

240340 株式会社　管総研
　

661-8567 兵庫県尼崎市浜1-1-1
代表取締役社長　川久保　知一

240390
関西技術コンサルタント　株式会
社

四国事務所
770-0872

徳島県徳島市北沖洲4-1-188-
206営業統括　辻　裕司

240516 環境設計　株式会社
　

541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町
1-4-2代表取締役　中野　晋

240331 株式会社　環境技術研究所
四国支店

791-1112 愛媛県松山市南高井町1990-8
支店長　村井　康一

240026 川崎地質　株式会社
四国支店

791-8026 愛媛県松山市山西町801-4
支店長　直本　啓祐

240011 オリジナル設計　株式会社
徳島営業所

770-8024
徳島県徳島市西須賀町下中須
30-15所長　工藤　寛史

240109
株式会社　オリエンタルコンサル
タンツ

徳島事務所
779-0115

徳島県板野郡板野町矢武字長
田16-2所長　浜田　学

240495 株式会社　大林組
四国支店

760-0007 香川県高松市中央町11-11
常務執行役員支店長　佐々木　嘉仁

240108 株式会社　オオバ
四国営業所

760-0018 香川県高松市天神前10-12
所長　垣田　佳男

240042 応用地質　株式会社
徳島営業所

770-0021 徳島県徳島市佐古一番町10-2
営業所長　三原　隆一

240499 株式会社　遠藤克彦建築研究所
　

105-0013 東京都港区浜松町1-9-11
代表取締役　遠藤　克彦

240227
エヌ･ティ・ティ･インフラネット
株式会社

徳島支店
770-0052 徳島県徳島市中島田町2-26

支店長　森　一庸

240156 ＮＴＣコンサルタンツ　株式会社
中国四国支社

700-0904 岡山県岡山市北区柳町2-2-23
支社長　重田　正則

240037 株式会社　ＮＪＳ
徳島出張所

771-0103
徳島県徳島市川内町小松東25-
19所長　伊藤　泰二

240122 エヌエス環境　株式会社
徳島営業所

770-0021 徳島県徳島市佐古一番町10-2
所長　河邊　浩幸

240098 株式会社　ＮＨＫテクノロジーズ
松山総支社

790-0952 愛媛県松山市朝生田町2-2-33
総支社長　土屋　幸男

240103 株式会社　エヌ・イーサポート
高松営業所

760-0017 香川県高松市番町2-10-10
所長　有田　和志

240399 株式会社　エス･ジー都市経営
　

540-0035
大阪府大阪市中央区釣鐘町1-
1-1代表取締役　森田　耕二

阿南市入札参加有資格業者名簿 県外 令和  4 年  6 月  1 日 現在
登録
番号

商号又は名称
受任者

郵便番号 住　　　　　　所
代表者職・氏名
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240482 三洋テクノマリン　株式会社
大阪支社

564-0053 大阪府吹田市江の木町20－12
執行役員大阪支社長　菊田　昌義

240155 株式会社　三水コンサルタント
徳島事務所

770-0861 徳島県徳島市住吉3丁目8-27
所長　山﨑　一郎

240451 株式会社　三座建築事務所
　

550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1-22-
38代表取締役　井手　俊男

240338 株式会社　三弘建築事務所
　

662-0914 兵庫県西宮市本町4-16
代表取締役　池田　裕彦

240044 サンエー設計　株式会社
徳島営業所

770-0047 徳島県徳島市名東町2-355-57
所長　髙木　永之

240149 株式会社　佐藤総合計画
関西オフィス

540-0031
大阪府大阪市中央区北浜東1-
26執行役員関西オフィス　井下　仁史

240264
株式会社　サーベイリサーチセン
ター

四国事務所
760-0047 香川県高松市塩屋町8-1

所長　佐々木　寛治

240130 株式会社　五星
徳島支店

778-0005 徳島県三好市池田町シマ809-1
支店長　山下　敬吾

240038 国土防災技術　株式会社
四国支店

771-0144 徳島県徳島市川内町榎瀬676-1
支店長　稲葉　英昭

240326 国土情報開発　株式会社
　

154-8530 東京都世田谷区池尻2-7-3
代表取締役社長　羽田　寛

240179 国際航業　株式会社
徳島営業所

771-0125 徳島県徳島市川内町金岡40-3
所長　小山　英一郎

240480
一般財団法人　高度映像情報セン
ター

　
100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1

理事長　久保田　了司

240373
構営技術コンサルタント　株式会
社

　
780-0945 高知県高知市本宮町105-23

代表取締役社長　吉田　幸男

240470 一般財団法人　建設物価調査会
四国支部

760-0017 香川県高松市番町1-1-5
支部長　矢倉　一憲

240173 株式会社　建設技術研究所
徳島事務所

770-0802 徳島県徳島市吉野本町2-20-17
所長　橋本　省二

240459 一般財団法人　経済調査会
四国支部

760-0027 香川県高松市紺屋町9-6
支部長　吉沢　毅

240477 株式会社　ケー・シー・エス
九州支社

812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前
1-4-4支社長　松本　好史

240467
グリーン・コンサルタント　株式
会社

中国営業所
735-0014

広島県安芸郡府中町柳ヶ丘1-
45所長　佐々木　喜代治

240506 株式会社　黒田設備設計
　

453-0065
愛知県名古屋市中村区靖国町
1-114代表取締役　黒田　慎二

240517
クリアウォーターＯＳＡＫＡ　株
式会社

　
541-0055

大阪府大阪市船場中央2-2-5-
233代表取締役　河谷　幸生

240207 株式会社　久米設計
大阪支社

550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1-10-
8支社長　小牧　実豊

240441
近畿技術コンサルタンツ　株式会
社

　
540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2-6-4

代表取締役社長　田中　基裕

240135 キタイ設計　株式会社
徳島事務所

771-0141
徳島県徳島市川内町竹須賀80-
1所長　辰巳　慶臣

登録
番号

商号又は名称
受任者

郵便番号 住　　　　　　所
代表者職・氏名

阿南市入札参加有資格業者名簿 県外 令和  4 年  6 月  1 日 現在
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240514 大栄環境　株式会社
　

658-0031
兵庫県神戸市東灘区向洋町東
2-2-4代表取締役　金子　文雄

240138 株式会社　第一コンサルタンツ
　

781-5105 高知県高知市介良甲828-1
代表取締役　右城　猛

240350 株式会社　ダック
　

730-0045 広島県広島市中区鶴見町4-25
代表取締役社長　平佐　敬

240509 株式会社　丹青社
関西支店

530-0011 大阪府大阪市大深町3-1
関西支店長　大岩　典文

240049 田村ボーリング　株式会社
　

761-8074 香川県高松市太田上町299-7
代表取締役　田村　孝治

240056
玉野総合コンサルタント　株式会
社

松山事務所
790-0003 愛媛県松山市三番町7-13-13

所長　庄司　公夫

240189 株式会社　総合計画機構
　

540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2-2-
22代表取締役　水上　貴之

240308 株式会社　総合環境計画
四国事務所

760-0023 香川県高松市寿町2丁目2-10
所長　赤井　裕

240045 株式会社　綜企画設計
松山支店

791-8013 愛媛県松山市山越4-4-35
支店長　有重　壮如

240259 株式会社　ゼンリン
中四国エリアグループ

732-0052 広島県広島市東区光町1-10-19
エリアグループ長　竹畠　成俊

240518 公益社団法人　全国漁港漁場協会
　

107-0052 東京都港区赤坂1-9-13
会長　橋本　牧

240464
セントラルコンサルタント　株式
会社

徳島営業所
771-1151

徳島県徳島市応神町古川字日
ノ上48-5所長　芳澤　龍哉

240468 株式会社　ＧＰＭＯ
　

760-0080 香川県高松市木太町3396-11
代表取締役　神原　孝行

240240 株式会社　上智
中四国支店

768-0023 香川県観音寺市古川町711-1
支店長　大西　勝彦

240513
ジェイアール西日本コンサルタン
ツ　株式会社

　
532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島5-
4-20代表取締役　土肥　弘明

240503 株式会社　四門
四国支店

791-0301 愛媛県東温市南方2607-1
支店長　門屋　鉄男

240501 株式会社　島田組
　

581-0034 大阪府八尾市弓削町南3-20-2
代表取締役社長　岩立　二郎

240320 四国環境整備興業　株式会社
　

799-1533 愛媛県今治市国分1-1-18
代表取締役　青野　通久

240058 四国開発建設　株式会社
　

760-0001 香川県高松市新北町27-10
代表取締役　近藤　明生

240102 株式会社　昭和設計
　

531-0072 大阪府大阪市北区豊崎4-12-10
代表取締役社長　梶山　卓二

240081 昭和　株式会社
松山営業所

790-0963 愛媛県松山市小坂5-13-10
所長　中山　隆太郎

240210 写測エンジニアリング　株式会社
四国支店

761-8047 香川県高松市岡本町489-5
支店長　丸山　浩史

240281 株式会社　サンリーク
　

532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原1-19-
23代表取締役　小東　雅彦

登録
番号

商号又は名称
受任者

郵便番号 住　　　　　　所
代表者職・氏名

阿南市入札参加有資格業者名簿 県外 令和  4 年  6 月  1 日 現在
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240215 株式会社　東畑建築事務所
本社オフィス大阪

541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋2-
6-10取締役代表　永田　久子

240395 株式会社　東光コンサルタンツ
大阪支店

550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-3-
15支店長　小山　雅生

240111
東京テクニカル・サービス　株式
会社

　
279-0022 千葉県浦安市今川4-12-38-1

代表取締役　吉池　南

240152 株式会社　東京設計事務所
関西支社

532-0004
大阪府大阪市淀川区西宮原1-
8-29執行役員支社長　神保　士朗

240423
株式会社　トータルメディア開発
研究所

　
102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-23

代表取締役　山村　健一郎

240418 電気興業　株式会社
広島支店四国営業所

791-8013 愛媛県松山市山越5-8-3
所長　渡辺　伸一

240380 株式会社　テクノスジャパン
四国支店

761-8021 香川県高松市鬼無町是竹287-1
支店長　三小田　和則

240246 帝人エコ・サイエンス　株式会社
松山事業所

791-8536 愛媛県松山市西垣生町2345
所長　杉原　典侍

240515 株式会社　ティーメック
　

791-8022 愛媛県松山市美沢1-8-46
代表取締役　松岡　彰彦

240398 株式会社　ティーネットジャパン
四国支社

761-8081 香川県高松市成合町930-10
支社長　秋吉　一美

240469
株式会社　地圏総合コンサルタン
ト

四国支店
792-0001 愛媛県新居浜市惣開町1-6

支店長　小畑　英樹

240265 株式会社　地域計画建築研究所
　

600-8007
京都府京都市下京区四条通り
高倉西入ル立売西町82代表取締役　中塚　一

240371 株式会社　地域科学研究所
徳島事務所

770-0905 徳島県徳島市東大工町1-9-1
徳島事務所長　稲生　正夫

240083 株式会社　長大
徳島事務所

770-0813 徳島県徳島市中常三島町3-8-1
所長　廣田　健二

240028 中外テクノス　株式会社
関西技術センタ－

651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町
7-3-7所長　長尾　茂樹

240436
中央復建コンサルタンツ　株式会
社

徳島営業所
770-0832

徳島県徳島市寺島本町東2－9
－1所長　石本　修

240434 中央コンサルタンツ　株式会社
高松事務所

760-0026 香川県高松市磨屋町8-1
所長　澤田　茂和

240316 中央開発　株式会社
四国支店

791-8013 愛媛県松山市山越6-1-16
支店長　三嶋　信裕

240051
株式会社　チェリーコンサルタン
ト

徳島営業所
770-0863 徳島県徳島市安宅1-10-28-402

所長　今岡　幹人

240448 大和リース　株式会社
徳島営業所

770-0941 徳島県徳島市万代町2-4-7
所長　瀧本　雅博

240127 大日本コンサルタント　株式会社
徳島営業所

771-0203
徳島県板野郡北島町中村字東
堤ノ内32-1所長　廣瀬　尚二

240150 株式会社　大建設計
大阪事務所

550-0003
大阪府大阪市西区京町堀1-13-
20取締役執行役員大阪事　前田　幸宏

240201
株式会社　大建技術コンサルタン
ツ

四国営業所
768-0062 香川県観音寺市有明町5-5-1

所長　福田　平八
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240104 株式会社　日水コン
大阪支所

564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101
支所長　今野　和弘

240241 日進設備工業　株式会社
　

780-8015 高知県高知市百石町4-11-6
代表取締役　岡﨑　敏子

240106
株式会社　日新技術コンサルタン
ト

徳島出張所
779-3132 徳島県徳島市一宮町片山15-32

所長　有馬　克浩

240020
株式会社　日産技術コンサルタン
ト

四国事務所
763-0034 香川県丸亀市大手町1-4-23

所長　濱岡　陽介

240091 株式会社　日航コンサルタント
　

739-0025
広島県東広島市西条中央1-17-
9代表取締役　愛須　友行

240231 株式会社　日建設計
大阪オフィス

541-8528
大阪府大阪市中央区高麗橋4-
6-2執行役員大阪代表　勝山　太郎

240214
株式会社　日建技術コンサルタン
ト

徳島営業所
770-0905

徳島県徳島市東大工町一丁目
17番地所長　佐藤　壽彦

240174 株式会社　ニュージェック
徳島事務所

770-0942 徳島県徳島市昭和町5-5
所長　神山　登

240120 南海測量設計　株式会社
　

790-0964 愛媛県松山市中村3-1-7
代表取締役　藤村　修作

240185
株式会社　浪速技研コンサルタン
ト

神戸支店
651-0087

兵庫県神戸市中央区御幸通4-
2-15支店長　齋藤　充嗣

240485 有限会社　ナスカ
　

162-0052 東京都新宿区戸山3-15-1
代表取締役　古谷　誠章

240100 中日本航空　株式会社
高松営業所

761-8082 香川県高松市鹿角町341-1
所長　黒須　範知嘉

240087
中日本建設コンサルタント　株式
会社

徳島事務所
770-8063

徳島県徳島市南二軒屋町3-2-
15所長　川野　浩平

240507 有限会社　ナカイテレビ
　

781-0303
高知県高知市春野町弘岡下
3434-1代表取締役　中井　智一

240110 株式会社　内藤建築事務所
　

606-8202
京都府京都市左京区田中大堰
町182代表取締役　川本　雄三

240085 内外エンジニアリング　株式会社
徳島営業所

770-0006 徳島県徳島市北矢三町4-8-4-4
所長　木原　文博

240304 株式会社　都市環境設計
　

556-0003
大阪府大阪市浪速区恵美須西
2-14-30代表取締役社長　中原　聡

240409 株式会社　徳岡設計
　

540-0029
大阪府大阪市中央区本町橋5-
14代表取締役　徳岡　浩二

240505 株式会社　東鳳電通設計事務所
　

030-0846 青森県青森市青葉1-2-11
代表取締役　江利山　光彦

240385 株式会社　東和テクノロジー
四国営業所

770-0813
徳島県徳島市中常三島町1-32-
1所長　福永　和弘

240403
株式会社　東洋電化テクノリサー
チ

　
781-8006 高知県高知市萩町2-2-25

代表取締役　大杉　憲正

240251 株式会社　東洋技研
　

781-5103 高知県高知市大津乙1902-4
代表取締役　永森　康貴

240112 東邦化工建設　株式会社
徳島事業所

771-1153
徳島県徳島市応神町吉成字只
津37-4徳島事業所長　寺島　拓哉
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240374 株式会社　福山コンサルタント
徳島事務所

770-0046 徳島県徳島市鮎喰町1-57
所長　齋藤　弘

240016 復建調査設計　株式会社
徳島支店

771-0142 徳島県徳島市川内町沖島453
支店長　高見　直樹

240119 株式会社　パスコ
香川支店

760-0055 香川県高松市観光通2-2-15
支店長　武内　哲朗

240043
パシフィックコンサルタンツ　株
式会社

徳島事務所
770-0831 徳島県徳島市寺島本町西1-7-1

所長　濱田　敏宏

240463 株式会社　バイタルリード
四国営業所

790-0065 愛媛県松山市宮西1-4-43
所長　難波　正明

240279 阪神測建　株式会社
淡路支店

656-0054 兵庫県洲本市宇原652-1
支店長　濱口　佳弘

240203 株式会社　ハンシン
　

543-0023
大阪府大阪市天王寺区味原町
4-8代表取締役　木下　聖

240500
阪急ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ　株式会
社

　
542-0076

大阪府大阪市中央区難波4-7-
14代表取締役　笠井　寛

240089 株式会社　乃村工藝社
　

135-8622 東京都港区台場2-3-4
代表取締役　社長執行　榎本　修次

240070 株式会社　日本レップス
四国営業所

771-0137
徳島県徳島市川内町平石若宮
8-7所長　勝浦　洋巳

240134 日本水工設計　株式会社
徳島事務所

770-8054 徳島県徳島市山城西3-51-5
所長　植島　祐二

240041 日本ジタン　株式会社
神戸営業所

650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通３
所長　寺田　滋信

240475
一般財団法人　日本消防設備安全
センター

　
105-0003 東京都港区西新橋3-7-1

理事長　北崎　秀一

240472 公益社団法人　日本交通計画協会
　

113-0033 東京都文京区本郷3-23-1
代表理事　石川　次男

240076 日本工営　株式会社
徳島事務所

770-0841 徳島県徳島市八百屋町1-14
所長　大部　竜司

240239 日本技術サービス　株式会社
徳島事務所

770-8053 徳島県徳島市沖浜東1-16-3
所長　前田　昌平

240060
株式会社　日本環境工学設計事務
所

　
101-0032 東京都千代田区岩本町3-11-15

代表取締役　岩脇　成彦

240218
一般財団法人　日本環境衛生セン
ター

西日本支局
816-0943 福岡県大野城市白木原3-5-11

支局長　野田　誠一郎

240297 株式会社　日本インシーク
徳島営業所

770-0023 徳島県徳島市佐古三番町5-19
所長　迫　啓介

240466 ニチレキ　株式会社
四国支店

761-1703 香川県高松市香川町浅野286
支店長　市川　浩

240411 株式会社　西日本水道センター
四国支店

760-0023 香川県高松市寿町2-2-10-4F
支店長　手柴　正憲

240498 株式会社　西日本科学技術研究所
　

781-0812 高知県高知市若松町9-30
代表取締役　福留　いく子

240397 株式会社　日総建
大阪事務所

541-0059
大阪府大阪市中央区博労町2-
1-13所長　松尾　大史
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240428 株式会社　レーモンド設計事務所
　

151-0053 東京都渋谷区代々木5-58-1
代表取締役　三浦　敏伸

240358 株式会社　リクチ漏水調査
　

161-0032 東京都新宿区中落合3-21-2
代表取締役　天野　智

240465 リージョナルデザイン　株式会社
　

792-0060 愛媛県新居浜市大生院2151-10
代表取締役　安孫子　尚正

240005 ランドブレイン　株式会社
大阪事務所

550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-3-
15所長　小笹　清

240069
株式会社　四電技術コンサルタン
ト

徳島支店
771-1156

徳島県徳島市応神町応神産業
団地13-28支店長　渡邊　裕之

240033 株式会社　四航コンサルタント
　

760-0077 香川県高松市上福岡町2057-6
代表取締役　森本　美樹

240030 株式会社　横河建築設計事務所
大阪事務所

541-0046
大阪府大阪市中央区平野町2-
6-6取締役所長　高橋　敏行

240183 株式会社　山田綜合設計
　

540-0021
大阪府大阪市中央区大手通3-
1-2代表取締役　深尾　元詞

240224 株式会社　山下設計
関西支社

542-0081
大阪府大阪市中央区南船場2-
3-2副社長執行役員支社長　筬島　亮

240063
八千代エンジニヤリング　株式会
社

徳島事務所
771-0144 徳島県徳島市川内町榎瀬553-6

所長　高野　浩二

240306 株式会社　安井建築設計事務所
　

540-0034 大阪府大阪市中央区島町2-4-7
代表取締役社長　佐野　吉彦

240376 株式会社　森のエネルギー研究所
　

205-0001 東京都羽村市小作台1-4-21
代表取締役　大場　龍夫

240458 株式会社　村田相互設計
　

730-0847
広島県広島市中区舟入南4-20-
8代表取締役　村田　正道

240512 株式会社　無線放送設計事務所
四国営業所

792-0005 愛媛県新居浜市江口町2-26
所長　川端　竜美

240300
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル
ティング　株式会社

大阪
530-8213 大阪府大阪市北区梅田2-5-25

常務執行役員　和田　寿一

240504
三井共同建設コンサルタント　株
式会社

四国営業所
760-0008 香川県高松市中野町29-5

所長　米川　亮

240487 株式会社　三上建築事務所
　

310-0062 茨城県水戸市大町3-4-36
代表取締役　益子　一彦

240036 株式会社　松田平田設計
大阪事務所

550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-4-1
常務執行役員所長　上村　晋

240368 株式会社　増田地質工業
　

760-0005 香川県高松市宮脇町1-18-23
代表取締役　増田　剛人

240426 株式会社　プレック研究所
大阪事務所

550-0004
大阪府大阪市西区靱本町1-14-
15事務所長　佐々木　雅子

240456 株式会社　フタバ設計
　

656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲518-5
代表取締役　坂本　哲也

240386 フジ地中情報　株式会社
四国営業所

761-8071 香川県高松市伏石町2088-22
所長　川野　茂生
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