
電話番号
FAX番号

001468
㈱アーキジオ

代表取締役社長　津嶋　春秋

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所

0766-63-8850

0766-63-8851
高岡市西藤平蔵581

測量

主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

土コ 地質

004296
アーク引越センター北陸㈱　富山支店 076-428-0003

富山市八日町243-15
運送

支店長　長谷　正樹 076-428-8508

代表取締役　木藤　万紀子 076-221-8814
004019

㈱アーチ２３　富山営業所 0763-34-7411
砺波市本町13-27

廃産

代表取締役　羽岡　紀男 0766-21-1069
002898

㈱アートエレクトロン 0766-21-1405
高岡市野村1169

管電 企運

代表取締役　髙野　好弘 076-434-1411
001155

㈱アールエィティ　レントオール富山 076-436-1600
富山市野口892

企運

002586
㈱アイザック 0765-24-6000

魚津市大字大海寺野村1181
調検 廃産

代表取締役　相川　一 076-478-3990

003929
㈱アイザック・トランスポート 076-437-5520

富山市米田町1-6-30
廃産

003051
㈱アイカワ 076-478-0140

富山市水橋市田袋291-1
廃般 廃産 廃資 運送 学給 他

代表取締役　石﨑　大善 0765-24-8242

管電
001162

㈱アイビックス　富山支店 076-420-2556
富山市上袋742

建掃 外掃 貯掃 他掃 人警 機警 他警 管調

代表取締役　北山　英人 076-437-5939

001520
㈱アイペック 076-438-0808

富山市上野新町5-4
測量 建コ 土コ

支店長　桜井　欣二 076-420-2566

002881
㈱アイラックエンタープライズ 076-491-3727

富山市開473
企看 企企 企運

代表取締役　東出　悦子 076-438-0833

代表取締役　上田　哲雄 076-491-6392

002692
㈱アキデザイン 0766-24-0479

高岡市問屋町270-1
企看 企映 企広 企企 企運 作成

支店長　永松　大助 076-492-7026

コ保 計画 写製 写マ
鑑登001165

朝日航洋㈱　富山支店 076-492-7084
富山市別名源田割241-1

測量 土コ 地質 補コ 調埋 シ設 シ保 デ処

代表取締役　筏井　秀樹 0766-24-0477

003658
アスカエンジニアリング㈱ 076-444-5701

富山市四ツ葉町23-6
管電

支店長　南雲　秀人 076-421-7514
001169

アジア航測㈱　北陸支店 076-421-7500
富山市今泉西部町4-10

測量 土コ 地質 補コ 調埋 シ設 計画 写製

代表取締役　細岡　文夫 076-444-3044
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

0766-25-7570

001697
アルコット㈱ 076-421-6924

富山市二口町3-5-5
建掃 人警 機警 管消 管調 管電

003194
㈱アリタ 0766-25-1264

高岡市問屋町192
管施

代表取締役　在田　吉保

003315
㈱アルト 076-478-5388

富山市水橋市田袋280
廃般 廃産 廃資 廃他 運送

代表取締役　浅野　端 076-425-5872

001176
㈱安全性研究センター 076-431-6810

富山市興人町2-62
土コ 調検 調騒

代表取締役　坂下　明義 076-478-5322

004467
㈱安全性研究センター高岡 0766-25-0185

高岡市昭和町1-4-1
調ダ 調検 調騒 調ア

代表取締役　金森　洋平 076-431-2809

運送 他
002555

㈱石橋 076-435-1145
富山市草島古川6

建掃 外掃 貯掃 害虫 廃般 廃産 廃資 廃他

代表取締役社長　金森　洋平 0766-25-0184

003114
㈱イズミ 076-429-3717

富山市南央町3-38
企企 企運

代表取締役　石橋　隆二 076-435-1174

004174
一真工業㈱ 0766-21-0388

高岡市東中川町8-21
管他

代表取締役　泉  貞夫 076-429-0551

001182
㈱イビソク　北陸支店 076-482-5061

富山市野町字円角割34-5
測量 土コ 補コ 調埋 写製 人材

代表取締役　土合　勇 0766-26-7244

002644
㈱インテック　行政システム事業本部 076-444-8030

富山市牛島新町2-2
管調 管機 シ設 シ保 デ処 コ保

支店長　新井　敏幸 076-482-5062

004361
㈱インテック　医療システム部 076-444-8060

富山市牛島新町2-2
シ設 シ保 デ処 コ保 情他

本部長　牧野　賢藏 076-444-8050

004447
㈱ウエスコ　富山営業所 076-433-2260

富山市綾田町2-6-2
測量 土コ 地質 補コ

部長　岸　圭介 076-444-8072

002694
㈱ウエノ 0766-22-2958

高岡市問屋町107
測量 管測 管他

所長　江田　幸治 076-433-2261

001619
㈱ウォーターエージェンシー　富山営業所 076-429-8736

富山市萩原43-2
管施

代表取締役　上野　貴司 0766-25-8044

003898
㈱魚国総本社  北陸支社 076-425-8410

富山市西大泉12-10
学給

所長　関　尚宏 076-429-8737

執行役員支社長　佐々木　勉 076-424-1943
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

002571
㈱魚津清掃公社 0765-22-0311

魚津市大光寺61-1
他 調検

004175
内山鑿泉工業㈱ 076-432-6575

代表取締役　廣瀬　和夫 0765-23-0536

001188
㈲うわい建築設計事務所 0763-33-5548

砺波市東石丸3-1
建コ

代表取締役　上井　章 0763-33-3206

002932
栄光測量設計㈱ 076-423-3314

富山市中川原19-2
測量 土コ 補コ

富山市荒川1-5-37
管他

代表取締役　内山　祐治 076-432-6647

001195
㈱エース　富山営業所 0766-44-7387

高岡市伏木一宮1-2-44
測量 建コ 土コ 地質 補コ

代表取締役　山本　豊 076-493-1941

調他
001197

㈱エオネックス　富山営業所 076-422-1850
富山市婦中町島本郷10-13

測量 土コ 地質 管他 調ダ 調検 調騒 調ア

所長　松川　功 0766-44-7387

004404
ＮＥＣネッツエスアイ㈱　富山営業所 076-431-8941

富山市牛島新町5-5 タワー111 12Ｆ
管消 電通 作成

所長　山本　大 076-422-1867

デ処 コ保 コン
001606

㈱ＮＪＳ　富山出張所 076-492-6691
富山市西田地方町3-4-1-307

測量 建コ 土コ 地質 補コ 意識 シ設 シ保

所長　新田　優己 076-431-8940

001560
ＮＴＣコンサルタンツ㈱　北陸事務所 0763-52-3161

南砺市荒木1088-12
測量 建コ 土コ 地質 補コ

所長　荻野　聡 076-492-6693

001198
エヌ･ティ･ティ･インフラネット㈱　富山支店 076-445-9805

富山市桜橋通り4-32
土コ

所長　水落　敏 0763-52-3162

001207
荏原商事㈱　富山支店 076-482-6320

富山市太郎丸本町2-4-16
管電 管施

支店長　鹿毛　達也 076-445-9220

001210
オイラー㈱　富山支店 076-494-8225

富山市二口町2-5-2
建掃 他掃

支店長　寺川　裕司 076-482-6191

001211
応用地質㈱　富山営業所 0765-32-3801

魚津市経田西町10-100
土コ 地質

支店代表　平田　忍 076-494-8215

003539
大澤工業㈱ 076-427-2111

富山市婦中町高日附736
管エ

所長　田中　健吾 0765-32-3802

002856
㈱おおみ設計 0763-33-2202

砺波市太郎丸1-9-24
建コ

代表取締役　大澤　輝男 076-427-2736

代表取締役　近江　吉郎 0763-33-3270
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

管施

003692
㈱岡部 0763-66-2306

南砺市祖山39
管他

土コ 補コ
001216

㈱押田建築設計事務所 076-492-1225

代表取締役社長　岡部　竜一 0763-66-2307

運行 人材
管消 管調 管ド 管エ 管測外掃 貯掃 害虫 人警 機警

001218
㈱オフィスケィ 076-452-5211

富山市鶴ヶ丘町102-1
建掃
損保

代表取締役　川岸　広幸 076-452-1082

001219
小矢部浄化㈱ 0766-68-0874

小矢部市八和町10-32
外掃 水掃 貯掃 管施 廃産 他

富山市丸の内3-4-16
建コ

代表取締役社長　押田　洋治 076-492-4747

001220
㈱オリエンタルコンサルタンツ　富山事務所 0763-37-2317

砺波市安川307
測量 土コ 地質 補コ

代表取締役　高野　邦弘 0766-68-0809

001222
オリジナル設計㈱　富山営業所 076-433-7856

富山市神通本町2-4-16
測量 建コ 土コ 地質

所長　小林　賢一 0763-37-2318

001223
㈱オリス　富山支店 076-421-9320

富山市太郎丸西町1-2-4
測量 土コ 補コ

所長　古屋　修 076-433-7876

002379
㈱開進堂楽器 0766-21-1027

高岡市野村370-1
企運 他

支店長　内山　伸郎 076-421-9321

001226
加越能バス㈱ 0766-22-4886

高岡市江尻字村中1243-1
他

代表取締役　山崎　隆志 0766-21-2864

シ保 コ保
001227

㈱柿本商会　富山支店 076-441-4351
富山市上赤江町1-16-1

管消 管調 電通 管電 管機 管施 管他 シ設

取締役社長　稲田　祐治 0766-27-1621

001228
㈱かけい補償コンサルタント 076-433-7423

富山市稲荷元町1-8-6
補コ

支店長　村中　正広 076-431-4536

003393
鹿島建物総合管理㈱　中部支社富山出張所 076-491-5482富山市総曲輪4-8-22 プレミスト総曲輪103

号

建掃 管消 管調

代表取締役　筧　通明 076-433-7424

003573
㈱カワノ 076-432-7368

富山市牛島本町2-3-23
管消

所長　永藤　俊行 076-491-5483

001239
㈱環境理研 0763-33-2303

砺波市千代248-3
土コ 調ダ 調検 調騒 調ア 調他

代表取締役　吉川  良一 076-442-2003

001240
㈱環研 076-461-3558

富山市黒瀬322-8
土コ

代表取締役　出村　興治 0763-33-1660

代表取締役　稲場　智久 076-461-3559
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

004422
神成防災㈲ 076-465-5858

富山市婦中町下轡田708-4
管消

001250
北日本地質㈱ 076-425-3131

代表取締役　杉下　保雄 076-465-5868

001251
北日本電機産業㈱ 076-491-3161

富山市西中野町2-1010
管電

代表取締役社長　打出　孝彦 076-491-3171

003790
木村産業㈱ 076-479-2275

富山市水橋肘崎592-1
廃般 廃産 廃資

富山市黒崎97-1
地質

代表取締役　浅野　宗久 076-425-3869

003896
キヤノンメディカルシステムズ㈱　富山サービスセンタ 076-444-4606

富山市桜橋通り1-18
管他

代表取締役　木村　一美 076-479-2276

001257
共栄興業㈱ 076-422-3255

富山市大泉東町1-11-13
土コ 地質

センタ長　田屋　和彦 076-432-7336

003747
㈱共立メンテナンス　ＰＫＰ事業本部富山営業所 076-420-3590

富山市大手町4-8
他警 運行 学給 他

代表取締役　松島　一敏 076-493-1088

002608
㈱協和総商 0766-21-0319

高岡市赤祖父598
企映 企広 企企 企運

所長　池田　菊櫻 076-241-2518

003528
銀扇産業㈱　富山営業所 076-424-4488

富山市赤田897
土コ 電通 管電

代表取締役社長　石崎　治男 0766-21-0331

002277
黒田整地開発㈱　富山支社 076-422-9812

富山市中川原15-6
測量 土コ 補コ

所長　古里　義美 076-424-4494

001281
㈱計画情報研究所　富山支店 076-493-1830

富山市上袋655
測量 建コ 土コ 意識 デ処 計画 コン

支社長　宮本　憲和 076-411-7812

001286
㈱建技 076-422-0361

富山市婦中町田島915-1
測量 土コ 地質 補コ

支店長　米田　亮 076-493-1831

シ設 計画 他
003044

㈱建設技術研究所　富山事務所 076-492-1381
富山市黒瀬298-1 ＩＢＢビル

測量 建コ 土コ 地質 補コ 調検 調騒 意識

代表取締役　五箇　甚盛 076-422-1312

002669
㈱ケンテック 076-424-2806

富山市婦中町西本郷436-52
管測

所長　幸田　圭 076-492-1382

001291
㈱広域水道研究所 076-428-5831

富山市上野522-1
測量 建コ 土コ

代表取締役　米田　憲司 076-424-2807

代表取締役　坂森　忠 076-428-5832
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

デ処

001292
㈱弘益建築設計事務所 0766-23-4622

高岡市丸の内5-9
建コ

土コ 補コ
001294

興洋測量㈱ 0766-22-9095

代表取締役　森　壮太郎 0766-23-2921

作成 計画 写製 写他
調騒 意識 調他 シ設 シ保建コ 土コ 地質 補コ 調検

001301
国際航業㈱　富山営業所 076-495-1540

富山市婦中町島本郷10-13
測量
コ保

所長　佐藤　岳志 076-495-1542

004043
コクヨ北陸新潟販売㈱ 076-491-5946

富山市黒瀬北町2-17-2
他

高岡市野村1661
測量

代表取締役　石丸　等 0766-26-3221

002729
コマツ富山㈱ 076-434-2115

富山市本郷2413-1
車整

代表取締役　茂原　康之 076-491-5942

004308
小山㈱　北陸営業所 076-428-1200

富山市八日町243-16
クリ 他

代表取締役　池田　治郎 076-434-2123

004339
㈱小山商会　富山営業所 076-434-1610

富山市西二俣914
クリ 他

所長　神内　正義 076-428-1202

002640
㈱五輪 076-442-0133

富山市奥田新町12-3
管他 他

所長　阪下　寛行 076-434-2853

003479
サカヰ産業㈱　高岡支店 0766-25-4101

高岡市江尻410-4
管配 管他

代表取締役　宮本　幸司朗 076-442-9183

003920
㈱サカイ引越センター  富山支社 076-452-1110

富山市上冨居1-32-6
運送

支店長　寺西　勇進 0766-25-4105

003850
㈱さかき 0766-24-2853

高岡市木津南星町553
企看 企運

店長　山岸  善樹 076-452-1146

001317
㈱サプラ 076-424-6500

富山市黒崎341-14
管調

代表取締役　榊　都志春 0766-30-2140

001318
㈲サワムラサービス 076-433-9292

富山市中島1-11-15
他

取締役社長　五十嵐　博明 076-424-1225

004049
三愛通信設備㈱　富山営業所 076-422-2750

富山市天正寺1060
電通 調他

代表取締役　澤村　暁男 076-433-9181

001324
㈱サンコー 076-424-3050

富山市元町2-5-1
管調 管電 管施 他

所長　竹ノ内　広臣 076-422-2751

代表取締役　稲波　良孝 076-424-3056
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

001326
㈱三水コンサルタント　富山事務所 076-431-1677

富山市北新町2-3-36
測量 建コ 土コ 地質

シ保 デ処 作成 計画 写製建コ 土コ 地質 補コ 意識
001335

㈱サンワコン　富山支店 076-428-1500

所長　佐藤　好昭 076-431-1678

土コ 地質
001337

三和ボーリング㈱ 076-424-2617
富山市堀川町464-2

測量

代表取締役　湯川　雅昭 076-424-2749

001342
㈱ジーエー開発研究所 0766-26-1151

高岡市野村1661
建コ 土コ

富山市赤田1032-2
測量

支店長　吉田　典宏 076-428-1515

004424
㈱ジェスクホリウチ　富山支店 076-438-3551

富山市豊若町1-12-20
電通 管電 管機

代表取締役　柴田　裕弘 0766-26-1151

人材
003893

㈱ジェック経営コンサルタント 076-444-0035
富山市湊入船町3-30

意識 デ処 企広 企企 企運 作成 計画 コン

取締役支店長　平瀬　泰晴 076-438-0661

003483
シダックス大新東ヒューマンサービス㈱　富山営業所 076-423-3011

富山市掛尾栄町3-5
建掃 人警 他警 学給 他

代表取締役　山瀬  孝 076-444-1135

003116
㈱柴崎農園 076-431-0625

富山市長岡9686
管樹

所長　草薙　修康 076-423-3015

001348
㈱シマキュウ 076-451-1456

富山市五本榎59-2
外掃 水掃 貯掃 管浄 廃産

代表取締役　柴崎　英樹 076-431-0626

002891
㈱シマダ 076-465-5688

富山市婦中町田屋381-1
他

代表取締役　島　秀一 076-451-1526

001352
㈱祥設計 0766-22-3100

高岡市石瀬237-6
建コ

代表取締役　島田　透 076-465-3588

001354
昭和㈱　富山営業所 0763-34-4028

砺波市太郎丸1-9-24
測量 建コ 土コ 補コ

代表取締役　中田　靖也 0766-24-3420

004457
㈲真栄工芸 076-434-0751

富山市東老田265
企看 企企 企運

所長　熊木  敏之 0763-34-4038

003586
新生リフト㈱ 0766-21-7733

高岡市荒屋敷66
他

代表取締役　橘　義継 076-436-5935

001366
㈱シンソーワ 076-479-0700

富山市水橋伊勢屋176-1
水掃 貯掃 調漏 廃産

代表取締役　髙嶋　志郎

代表取締役　山﨑　敏正 076-479-1618
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

001370
新日本設計㈱　北陸営業所 076-494-3070

富山市黒瀬66-1
測量 建コ 土コ 地質

003236
新明和アクアテクサービス㈱　富山ステーション 076-429-1611

所長　宮下　泰智 076-494-3080

土コ
002464

新和設計㈱ 076-451-7793
富山市中冨居16-39

測量

代表取締役　村上　秀樹 076-451-6623

001374
水機工業㈱ 076-491-2533

富山市黒崎172
管電

富山市石田字竹花割714-1
管他

所長　栗山　貴裕 076-429-5823

001375
㈱水研 076-491-7274

富山市総曲輪4-11-1
管浄

代表取締役　大井　茂 076-423-3368

001379
㈱鈴木一級建築士事務所 076-421-9118

富山市長柄町2-1-21
建コ

代表取締役社長　吉田　叡正 076-491-7274

001380
鈴木工業㈱ 076-423-2155

富山市総曲輪4-11-1
貯掃 管調 管浄

代表取締役　鈴木　保二 076-425-7454

002923
㈱青光社　富山支店 076-429-3047

富山市上八日町22-1
測量 デ処 写製 写マ

代表取締役社長　嘉藤　肇 076-422-4667

調騒
001383

ゼオンノース㈱ 0766-25-1111
高岡市江尻351

貯掃 害虫 管消 管調 管エ 管電 調ダ 調検

支店長　島崎  昇 076-413-5005

002869
㈱全研ビルサービス　富山営業所 076-479-2272

富山市水橋肘崎489-43-2
建掃 人警 管消 管調 他

代表取締役社長　澤　宗樹 0766-25-1114

001395
㈱創計画研究所 0766-21-8648

高岡市野村1373-4
建コ 土コ

所長　宇治橋  和彦 076-479-1882

001399
㈱創建築事務所 0766-22-8227

高岡市野村1635-5
建コ

代表取締役　川口　宏 0766-21-8689

001403
相互企画印刷㈱ 0766-24-8543

高岡市西町3-31
企看 企広 企企 作成 写製

代表取締役　藤井　均 0766-22-8237

002554
第一プロデュース㈱ 0763-23-1311

南砺市三清西18
企看 企広 企企 企運

柳沢　剣治 0766-24-5665

001413
ダイチ㈱ 076-451-6601

富山市一本木259-1
測量 土コ 地質

代表取締役　釋永　一男 0763-23-1312

代表取締役　田中　洋一郎 076-451-6632
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

003806
㈱ダイテック 0766-26-2012

高岡市下黒田789-1
管浄 他

003387
㈱ダイトウア　北陸営業所 0766-28-8285

代表取締役　川井　正昭 0766-26-2013

シ設 シ保 デ処 計画建コ 土コ 地質 調騒 意識
001415

大日本コンサルタント㈱　北陸支社 076-436-7855
富山市願海寺633

測量

執行役員支社長　渡辺　正三 076-436-6030

001416
太平ビルサービス㈱　富山支店 076-432-8600

富山市桜橋通り2-25
建掃 貯掃 害虫 人警 管消 管調 管電

高岡市野村1521-1 信開ドムス野村214
調漏

所長　池田　稔 0766-28-8286

001419
㈱ダイヤコンサルタント　富山事務所 076-443-8220

富山市桜町2-4-4 富山センタービル
測量 土コ 地質

支店長　鈴木　三郎 076-431-3153

001421
ダイヤモンドエンジニアリング㈱　分析事業所 0765-24-3521

魚津市本新751
調検 調騒 調ア

所長　石黒　勝也 076-443-8222

001423
㈱太陽設計 0766-25-0531

高岡市古定塚9-27
測量 土コ 地質 補コ

事業所長　細川　智司 0765-24-3580

写マ 写他
001424

㈱太陽測地社　富山支店 0766-50-8539
高岡市井口本江504-7

測量 調埋 シ設 シ保 デ処 コ保 情他 写製

代表取締役　長田　貢 0766-26-5638

002425
㈱太陽テント北陸　富山営業所 076-421-8000

富山市堀川町98
企企

支店長　平　吉之輔 0766-50-8549

001425
大和探査技術㈱  富山営業所 076-482-4490

富山市茶屋町639-19-202
測量 土コ 地質

営業所長　高野　雄二 076-421-7552

003484
大和電建㈱　富山支店 076-421-5511

富山市婦中町西本郷436-63
管消 電通 管電

所長　落合　彰二 076-482-4491

004038
㈱タケウチ電設 0766-21-4331

高岡市北島226
管消 管調 電通 管電

取締役支店長　岡部  康弘 076-421-5519

001435
竹田運輸倉庫㈱ 076-425-2515

富山市大泉中町8-16
外掃 水掃 廃般 廃産 廃他 運送

代表取締役　竹内　廣 0766-21-4625

001437
舘下コンサルタンツ㈱ 076-478-0090

富山市水橋的場234
測量 土コ 補コ

代表取締役　竹田　正和 076-465-5114

003808
㈱立山システム研究所 076-429-6910

富山市大泉1583
福祉 他

代表取締役　青木　敬太郎 076-478-1190

代表取締役　水口  勝史 076-429-0851
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

001440
㈱田中商会 076-431-1122

富山市田中町2-5-1
外掃 水掃 貯掃 他掃 管施 管他 調漏 廃産

建コ 土コ 地質 補コ
001443

玉野総合コンサルタント㈱　富山事務所 076-461-6865

代表取締役　田中　敬子 076-432-0362

001444
㈱タムラ設計． 076-451-2237

富山市上飯野新町2-100
建コ

代表取締役　田村　元宏 076-451-5638

001452
中央開発㈱　富山営業所 076-429-9121

富山市珠泉東町100-96
測量 建コ 土コ 地質

富山市黒崎172-4
測量

所長　濵田　礼一 076-461-6866

シ保 デ処
001454

㈱中央設計技術研究所　富山事務所 076-464-3299
富山市上野522-1

測量 建コ 土コ 地質 管施 調検 調漏 シ設

所長　片桐　芳隆 076-429-9133

001464
中部地質㈱　富山支店 076-492-7236

富山市萩原549-2
測量 土コ 地質

所長　大村　隆 076-464-3298

001469
㈲中部防災 076-491-2092

富山市相生町4-8
管消

支店長　岡田　隆司 076-492-7237

001470
中部保全㈱ 076-495-7210

富山市有沢193-1
建掃 貯掃 浄掃 管消 管調 管電

代表取締役　中川　稔 076-491-2515

001472
㈱司構造計画 076-422-3430

富山市清水町7-1-1
建コ

代表取締役　山口　昭男 076-495-7211

004299
㈱テイコク　北陸営業所 076-471-6991

富山市千歳町1-6-18
測量 建コ 土コ 地質 補コ

代表取締役　中勝　篤司 076-422-7480

004223
㈱ティピィプラン 0765-32-4857

魚津市浜経田93
建コ

所長　熊崎　章平 076-471-6992

002928
㈱デック建築研究所 0765-22-2406

魚津市釈迦堂1-7-7
建コ

代表取締役　髙森　康文 0765-32-4866

001478
テックサービス㈱ 076-436-6637

富山市吉作710
建掃 管調

取締役社長　早川　宗之 0765-22-2407

001481
デムラ工業㈱ 0766-23-7155

高岡市赤祖父557-3
水掃 調他 廃産

代表取締役　赤尾　慶太 076-436-7448

002972
テレ通㈱ 076-442-3333

富山市上赤江町2-7-3
管消

代表取締役　出村　秋子 0766-23-2495

代表取締役社長　八ツ橋　朋和 076-432-8533
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

企運

004056
㈱ドウカンミツワ 076-411-0971

富山市一本木138
水掃 管他 調漏 調他

計画
意識 シ設 シ保 デ処 企企建コ 土コ 地質 調検 調騒

001484
㈱東京建設コンサルタント  富山営業所 076-471-6866

代表取締役　大嶋　忠雄 076-411-0977

土コ 地質
001485

東京コンサルタンツ㈱　富山支店 076-433-5222
富山市牛島町2-17

測量

支店長　矢野　洋明 076-433-5233

002826
㈱東京商工リサーチ　富山支店 076-432-3225

富山市安住町7-18
意識

滑川市有金815-84
測量
作成

所長　森　清隆 076-471-6867

001486
㈱東京設計事務所　富山事務所 076-442-1161

富山市五福385-1 ひまわりハイツ
測量 土コ 地質

支店長　門倉　昌二 076-432-3268

004386
東芝インフラシステムズ㈱　北陸支社 076-445-2654

富山市神通本町1-1-19
人警 他警 管電 管施

所長　塩谷　量之 076-442-1171

001491
㈱東城 0765-23-1110

魚津市六郎丸2935
測量 土コ 地質

統括責任者　保坂　吉彦 076-443-1502

001493
㈱東洋設計　富山支店 076-422-5781

富山市婦中町島本郷10-13
測量 建コ 土コ 地質 補コ

代表取締役　吉田　讓 0765-23-0200

002880
東洋通信工業㈱ 0766-63-7777

高岡市オフィスパーク9-2
電通 管機 シ設 情他

支店長　利田　清宣 076-422-5797

003032
東洋防災設備㈲ 076-424-7655

富山市秋吉1-3
管消

代表取締役　山口　洋祐 0766-63-7780

001502
㈱とさ 0766-23-1155

高岡市野村368
企看 企企 企運

代表取締役　高嶋　敬子 076-424-7638

001508
㈱トスネット北陸　高岡営業所 0766-32-1320

高岡市佐野字善津島1210-4
人警

代表取締役　戸佐　孝 0766-23-0066

004426
砺波カンパニー㈱ 0763-52-0244

南砺市吉江中1220
貯掃 浄掃 害虫 管消 管調 管電 管配 調漏

所長　山本　晃雄 0766-32-1322

001512
トナミグリーン㈱ 0763-62-0500

南砺市泉沢183-1
管樹

代表取締役　安居　利浩 0763-52-3805

004403
砺波重機㈱ 0763-82-3168

南砺市岩屋464
車整

代表取締役　水野　誠 0763-62-3277

代表取締役　斉藤　志郎 0763-82-6600
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

003139
㈱鳥羽 076-433-1117

富山市稲荷元町3-8-43
管調 管測 管施

003021
鳥羽システム㈱ 076-433-2101

代表取締役　追谷　英規 076-433-1995

003037
㈲トミケンキ 0766-27-2022

高岡市野村927-7
車整

代表取締役　種　稔也 0766-27-2023

001516
㈱富山環境技術センター 076-422-3220

富山市上袋628-1
外掃 水掃 調漏

富山市窪本町1-15
管調

代表取締役　金盛  一秀 076-433-1095

001517
㈱富山環境整備 076-469-5356

富山市婦中町吉谷3-3
外掃 水掃 管施 調漏 廃般 廃産 廃他

代表取締役　水口　富代明 076-422-3221

001518
富山空調電設㈱ 076-451-9588

富山市新庄本町2-8-7
管調

代表取締役　松浦　英樹 076-469-5635

004301
(公財)富山県健康づくり財団 076-429-7575

富山市友杉151
健診

代表取締役　倉間　秀明 076-451-7723

001519
富山県建築設計監理協同組合 076-432-9785

富山市安住町7-1
建コ

代表理事　山崎　康至 076-429-7146

001521
㈱富山県寝具センター 076-442-0111

富山市田中町1-6-14
クリ

理事長　藤井　均 076-432-9786

管浄 管測 管配 調漏
運送001522

富山県綜合警備保障㈱ 076-443-5888
富山市金屋2715-10

建掃 外掃 貯掃 浄掃 人警 機警 管消 管調

代表取締役　黒澤　章 076-442-0194

001523
㈱富山県総合防災 076-438-4550

富山市城川原2-6-25
管消

代表取締役社長　木下　勲 076-443-5460

003654
富山県土地改良事業団体連合会 076-424-3300

富山市黒崎17
土コ

代表取締役　赤尾　泰士 076-438-4960

003312
(公社)富山県薬剤師会 076-445-5430

富山市千歳町1-4-1
調検

会長　河合　常則 076-424-3332

002859
(公社)富山市医師会　健康管理センター 076-422-4122

富山市経堂4-1-36
健診

会長　西尾　公秀 076-445-5431

管ド 管エ 管施 調検
人材 他001530

富山総合ビルセンター㈱ 076-433-3200
富山市安住町2-14 北日本スクウェアビル4F

建掃 外掃 貯掃 浄掃 害虫 人警 管消 管調

所長　吉山　泉 076-422-4766

代表取締役　羽柴　俊成 076-433-3071
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

001531
富山総合不動産研究所 076-491-3639

富山市古鍜冶町6-1
補コ 鑑登 他

土コ 補コ
003361

㈱富山測量社 0765-22-2343

所長　堀江　行一 076-493-1312

001534
富山地方鉄道㈱ 076-432-5530

富山市桜町1-1-36
運行

代表取締役社長　辻川　徹 076-433-0743

002760
㈱トヤマデータセンター　高岡支店 0766-63-7712

高岡市戸出町4-12-9
管機 シ設 シ保 デ処 コ保

魚津市上村木1-22-10
測量

代表取締役　経澤　達朗 0765-22-2501

004204
富山電設㈱ 076-439-1211

富山市上赤江町1-16-46
管消 管調 管電 管他

支店長　四柳　一也 0766-63-7071

001538
㈱富山不動産鑑定事務所 076-421-9832

富山市旅籠町4-6
補コ

代表取締役　田上　誠 076-439-1235

001539
㈱富山防災設備 076-429-0633

富山市小杉1033
管消

代表取締役　朝倉　秀朗 076-421-9875

001544
㈱中川建築設計事務所 0766-21-1060

高岡市城東2-1-27
建コ

代表取締役　杉村　玲子 076-429-7307

003756
㈱永田メディカル　高岡営業所 0766-22-1985

高岡市問屋町12
管他

代表取締役　中川　潔 0766-21-1371

001547
中日本建設コンサルタント㈱　富山事務所 0766-54-5020

高岡市駅南3-3-13
測量 建コ 土コ 地質 補コ

取締役社長　久湊　勝巳 0766-23-7567

001548
中日本航空㈱　富山支店 076-439-8655

富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル9Ｆ
測量 土コ シ設 シ保 デ処 写製

所長　山田  健二 0766-54-5025

写製
001550

㈱ナカノアイシステム　砺波営業所 0763-34-1350
砺波市三島町12-16 ムネヨシビル3F

測量 土コ 補コ 管機 シ設 シ保 デ処 コ保

支店長　安達　宗浩 076-439-8657

003058
長野ポンプ㈱　富山営業所 076-420-2182

富山市赤田590-1-102
管消

所長　番  逸成 0763-34-1351

001553
夏原工業㈱　北陸営業所 076-411-9833

富山市一本木137
調ダ 調検 調騒 調ア

所長　福田　学 076-420-2183

001554
ナブコドア㈱　富山営業所 076-422-2775

富山市黒瀬380-1
管ド

営業所長　堤　正史 076-411-9844

所長　山内　顕二 076-491-2334
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

管施 管配 管他 調検
003330

㈱ナリキ 076-451-7868
富山市向新庄町1-15-54

測量 地質 外掃 水掃 貯掃 浄掃 管消 管電

シ設 シ保 コ保
004303

西日本電信電話㈱  富山支店 076-445-9006

代表取締役　成伯　将史 076-451-7929
調騒 シ設 シ保 デ処 コ保

管浄
004420

㈱西原ネオ　北陸支店 076-494-8910
富山市黒瀬66-1

貯掃

支店長　松井　隆 076-494-8912

003362
日重環境㈱ 0766-21-0603

高岡市吉久1-1-145
調検 調騒 調ア 調他

富山市東田地方町1-1-30
電通

支店長　花川　靖司 076-445-9007

001564
㈱日建技術コンサルタント  富山営業所 076-491-3382

富山市太田口通り3-3-10 太田口Ｊビル
測量 建コ 土コ 地質 補コ

代表取締役　真矢　淳 0766-28-2636

001576
㈱日水コン　北陸事務所 076-441-8210

富山市桜町1-1-36
測量 建コ 土コ 地質

所長　岸江　洋充 076-491-3508

001579
㈱日東 0766-23-5003

高岡市野村1591
管電 管他

事務所長　篠原　弘則 076-441-9650

003138
日本エレクトロニクスサービス㈱ 076-439-6980

富山市五福末広町1033
管機 管他 シ設 シ保 デ処 コ保

代表取締役　土合　拓也 0766-23-5407

001613
日本通運㈱　高岡支店 0766-21-2030

高岡市四屋830-1
運送

代表取締役社長　成川  和彦 076-439-6282

003115
日本電気㈱　富山支店 076-431-8461

富山市牛島新町5-5 タワー111
シ設 デ処 コ保

支店長　安達　達也 0766-24-4190

002642
日本海環境サービス㈱ 076-444-6800

富山市久方町2-54
調ダ 調検 調騒 調ア 調他

支店長　豊田　真二 076-431-8465

003718
日本海産商㈱　販売二課 0766-23-5100

高岡市下関町4-60
管消

代表取締役　近谷　雅人 076-444-6801

001587
日本海綿業㈱ 076-451-4321

富山市飯野2-3
クリ 他

課長代理　堀　栄三 0766-23-5104

001590
日本環境クリーン㈱ 0763-33-6907

砺波市石丸156-1
水掃 貯掃 管浄 調漏

代表取締役社長　郷　幸利 076-451-3916

他
001596

(一財)日本気象協会　北陸支店 076-441-9112
富山市石坂2415-4

土コ 管測 調検 調騒 シ設 シ保 デ処 情他

代表取締役　木下　裕二 0763-33-6908

支店長　西村　満 076-441-2736
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

001600
㈱日本空調北陸 076-433-6171

富山市稲荷元町1-1-11
貯掃 人警 管消 管調 管電 管施 調検

003190
(一社)日本健康倶楽部　北陸支部 076-493-1717

代表取締役　室谷　敏彰 076-433-6173

地質
001601

日本工営㈱　富山営業所 076-493-5888
富山市黒崎172-4

土コ

所長　原田　貴之 076-493-5889

001607
日本水工設計㈱　富山事務所 076-431-3851

富山市牛島町3-14
測量 建コ 土コ 地質

富山市二口町4-3-1
健診

支部長　植竹　利明 076-493-7314

004346
(一財)日本不動産研究所　富山支所 076-432-1585

富山市桜橋通り2-25 富山第一生命ビル7F
土コ 補コ

所長　袖野　貴敬 076-431-3853

001623
㈱ニュージェック　富山事務所 076-431-5214

富山市本町3-25
土コ 地質

支所長　広瀬　信之 076-442-8629

004446
ネッツトヨタノヴェルとやま㈱ 076-442-2121

富山市千歳町2-5-26
車整

所長　川崎　繁雄 076-442-8025

企企 企運 作成
003478

能登印刷㈱　富山営業所 076-420-7030
富山市赤田761-1

シ設 シ保 デ処 情他 企物 企看 企映 企広

代表取締役　木村　正人 076-442-2141

002863
㈱ハイメック 076-424-3880

富山市天正寺384-2
管他

所長　大西　優介 076-420-7041

002772
㈱ハイン　富山営業所 076-482-6496

富山市今泉40
管ド 管エ

代表取締役　芦澤　雄三 076-492-3271

001631
パシフィックコンサルタンツ㈱　富山事務所 076-433-1622

富山市丸の内1-8-10
測量 建コ 土コ 地質 意識 シ設 シ保 計画

所長　佐々木　隆雄 076-482-6497

調漏 調埋 意識 調他
シ設 シ保 デ処 コ保 写製001632

㈱パスコ　富山支店 076-444-2871
富山市総曲輪1-7-15

測量 建コ 土コ 地質 補コ 管機 調検 調騒

所長　橋本　泰成 076-433-3006

004178
㈲長谷川井戸掘工業 0766-23-4860

高岡市木津1190
管他

支店長　朝田　義則 076-444-2691

003682
㈱パソナ　パソナ・富山 076-431-3691

富山市宝町1-3-10 明治安田生命富山ビル
人材 他

代表取締役　長谷川　忠博 0766-23-4168

001634
㈱パトロード富山 076-421-6220

富山市西公文名町10-28
人警

営業総本部副総本部長　石田　正則 076-431-3680

代表取締役　成伯　仁志 076-422-7240
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

004179
㈲早川さく泉工業所 0766-25-5543

高岡市本郷2-1-49
管他

廃産 廃資
001637

ハリタ金属㈱ 0766-64-3516

代表取締役　早川　節夫 0766-25-5843

001639
㈱ビー・エム・エル　富山営業所 076-422-1391

富山市婦中町島本郷47-2
調検

所長　伝井　学

003399
㈱ビートープ 076-425-5088

富山市清水中町5-1
建コ

高岡市福岡町本領1053-1
廃般

代表取締役　張田　真 0766-64-3046

003034
㈱ビーマックス 076-431-0070

富山市上赤江町2-2-67
建掃 管消 管調 管ド 管電 廃産

代表取締役　田村　直久 076-425-5099

004433
㈱ファイネス　富山支店 076-421-3141

富山市太郎丸西町2-9-3
管他

代表取締役社長　松波　潤哉 076-431-8856

001651
㈱福島測設 0766-68-1655

小矢部市芹川1368-1
測量 土コ 補コ

支店長　山口　勝利 076-421-3796

001653
㈱福見建築設計事務所 076-432-7855

富山市千歳町3-5-6
建コ

代表取締役　大島　孝 0766-68-1676

002982
伏木海陸運送㈱ 0766-45-1111

高岡市伏木湊町5-1
人警 機警

代表取締役　堂田　重明 076-432-7869

003802
フジクリーンサービス 076-420-7815

富山市向新庄1353-6
建掃 貯掃 害虫 調他

取締役社長　川西　邦夫 0766-45-1187

デ処 他
001657

フジ地中情報㈱　北陸支店 076-495-5770
富山市花園町3-2-15

測量 土コ 地質 他掃 管施 調漏 シ設 シ保

代表者　藤村　徹 076-420-7816

003136
富士通㈱  富山支店 076-433-3500

富山市新桜町2-21
シ設 シ保 デ処 コ保

支店長　粟野　浩司 076-495-5771

004456
富士通ネットワークソリューションズ㈱　富山営業所 076-442-6660

富山市新桜町2-21
管調 電通 管電 管機 シ設 シ保 デ処 作成

支店長　戸塚　健 076-441-3521

004432
富士電機㈱　北陸支社 076-441-1231

富山市桜橋通り3-1
管機 シ設 シ保 コ保

所長　渡邉　卓也 076-442-6770

廃般 廃産 福祉
001658

㈱不二ビル 076-425-3076
富山市黒瀬144-2

建掃 外掃 貯掃 害虫 他警 管調 管灯 調検

支社長　三保谷　英一 076-441-8223

代表取締役　斉藤　富治 076-425-3013
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業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所 主として請け負う業務等

＜県内＞
平成30年7月1日現在

003728
藤村ヒューム管㈱　富山営業所 076-443-6066

富山市窪新町1-61
調埋

管調 管電外掃 貯掃 害虫 人警 管消
004427

㈲芙蓉クリーンサービス　高岡支店 0766-27-8808

所長　安田　晃一 076-443-6088

デ処 作成 翻訳 人材 他
003490

プライムビジネススタッフ㈱ 076-442-0306
富山市千歳町1-6-18 河口ビル

意識

代表取締役社長　石黒　秀夫 076-442-0325

004345
㈱フルテック 0766-31-4701

高岡市福岡町矢部601
土コ

高岡市佐野98 ベルクレール佐野202
建掃

支店長　石浦　達也 0766-27-8807

004431
㈱平和ＩＴＣ　富山営業所 0766-31-1176

高岡市麻生谷400
測量 土コ 補コ

代表取締役　古村　崇 0766-31-4702

004285
㈱ベント 076-482-3188

富山市新庄町3-7-46
他

営業所長　三上　洋史 050-3737-2478

001664
防災電設㈱ 076-422-7070

富山市黒瀬240-20
管消 他

代表取締役　阿折　智 076-482-3622

002936
㈱宝来社 076-429-1900

富山市南央町3-28
企物 企看 企企 企運

代表取締役　森　弘 076-422-6556

001666
ホーチキ㈱　富山営業所 076-421-8515

富山市中川原新町41
管消 電通

代表取締役社長　小泉　稔 076-429-6151

002758
北銀ソフトウエア㈱ 076-433-3900

富山市東田地方町1-5-25
シ設 シ保

所長　中田　篤志 076-425-5391

001668
㈱ホクコク地水　富山営業所 076-493-7611

富山市黒瀬278-1 エクセラン黒瀬102
土コ 地質

代表取締役　福永　豊 076-441-9026

003082
北信テレネックス㈱　富山支店 076-422-3800

富山市黒崎27
電通

所長　岩井中　俊一 076-493-7600

管調 電通 管電 調検
人材001669

㈱ホクタテ 076-421-0400
富山市中野新町1-2-10

建掃 外掃 貯掃 害虫 人警 機警 他警 管消

支店長　中條　登 076-422-0888

002984
㈱ほくつう　高岡支店 0766-23-1111

高岡市問屋町72-1
管消 電通 管電 シ保 コ保

代表取締役　西田　隆文 076-421-8349

001675
北陸管財㈱ 076-431-0272

富山市桜町1-1-36
建掃 貯掃 管調 管電

支店長　田中　由紀夫 0766-22-1660

取締役社長　木下　克巳 076-431-0357
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有資格者一覧表　（委託）
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＜県内＞
平成30年7月1日現在

003489
㈱北陸技研 0766-63-7703

高岡市西藤平蔵666-1
管浄 管施

管灯 管他
001677

北陸機材㈱ 076-441-5411

代表取締役　平尾　進 0766-63-7704

地質
001678

北陸基礎開発㈱ 0766-68-1318
小矢部市島238

土コ

代表取締役　桜井　幹郎 0766-68-1326

001680
(一財)北陸経済研究所 076-433-1134

富山市丸の内1-8-10
意識

富山市綾田町1-6-22
管電

代表取締役社長　川本　元充 076-441-0360

001684
㈱北陸工営 0763-22-7033

南砺市高儀156-14
測量 建コ 土コ 補コ

理事長　稲葉　純一 076-433-1164

002756
北陸コンピュータ・サービス㈱　富山事業所 076-495-9824

富山市婦中町島本郷47-4
シ設 シ保 デ処 コ保 情他

代表取締役　松井　謙二 0763-22-7735

001688
北陸綜合警備保障㈱　高岡支社 0766-21-2112

高岡市あわら町1-1
人警 機警 他警

代表取締役社長　平瀬　隆 076-495-9843

001689
㈲北陸速記社 076-433-8411

富山市桜橋通り2-25
シ保 デ処 情他 翻訳

支社長　能田　尚人 0766-24-0862

001692
(一財)北陸電気保安協会　高岡営業所 0766-23-8625

高岡市石瀬871-3
管消 管電

代表取締役　津田　健司 076-433-8414

004111
北陸電話工事㈱　富山支店 076-441-4211

富山市豊田町1-4-22
測量

所長　西中　武 0766-23-0556

001694
北陸ハイウェイ建設㈱ 0763-33-2626

砺波市鷹栖373-1
外掃 水掃 管樹

取締役支店長　北川　久義 076-432-0344

外掃 管エ
001695

㈱北陸バロン美装 076-434-1881
富山市北代5298

建掃 貯掃 害虫 人警 他警 管消 管調 廃産

代表取締役　山本　吉弘 0763-33-5453

002974
北陸フジクリーン㈱ 076-429-4170

富山市塚原6-1
管浄

代表取締役　浅野　雅史 076-436-0145

003419
北陸藤吉工業㈱ 076-436-0147

富山市本郷東坪2476-7
管浄

代表取締役　福田　正和 076-429-4518

004423
㈱北陸マックス 076-431-8999

富山市上赤江町2-2-67
管ド 管エ

代表取締役　矢竹　晃 076-436-0291

代表取締役　松波　茂夫 076-431-8856
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002706
(一財)北陸予防医学協会 076-436-1238

富山市西二俣277-3
健診

004430
ホシザキ北信越㈱　富山営業所 076-491-3511

理事長　永田　義邦 076-436-1240

001708
㈲前田設備設計事務所 076-432-8079

富山市新桜町2-24 トミ第一ビル
建コ

代表取締役　島倉　隆弘 076-432-8046

004429
㈱マツモト 076-429-9000

富山市才覚寺211-2
クリ

富山市黒瀬大屋割124-4
管他

所長　飯田　崇 076-491-3513

001713
㈱丸協 076-423-3754

富山市平吹町4-21
建掃 外掃 貯掃 害虫 管消 管調 管電

代表取締役　松本　由次 076-429-8900

002910
丸三製薬バイオテック㈱ 076-429-0303

富山市南央町3-37
建掃 害虫 調他

代表取締役　大田　敏明 076-421-0988

001714
㈲マルタカ防災 0766-25-7693

高岡市あわら町7-48
管消 管調 管他

代表取締役　藤井　健太郎 076-429-3303

003378
丸文通商㈱　富山支店 076-429-7190

富山市八日町247-41
他

代表取締役　髙橋　克史 0766-25-7755

001721
㈱水間建築設計事務所 076-432-0550

富山市五福末広町2350
建コ

取締役支店長　大森　政浩 076-429-3277

002755
三谷産業㈱　情報システム事業部 076-432-6359

富山市総曲輪1-5-24
管消 管調 管機 シ設 シ保 デ処 コ保

代表取締役　水間　紀雄 076-432-0612

001724
三菱電機ビルテクノサービス㈱　富山支店 076-432-0002

富山市牛島新町5-5
管調 管エ

執行役員事業部長　正元　敏之 076-442-5257

002503
三菱電機プラントエンジニアリング㈱　北陸支社 076-433-8639

富山市牛島新町5-5
管電 管施

支店長　作田　克史 076-442-0624

004417
㈲ミヤコ楽器店 076-421-3135

富山市総曲輪2-8-42
他

支社長　上田　武志 076-442-2946

001725
㈱ミヤシゲテクノ 0766-63-7155

高岡市オフィスパーク10-1
管電 管施

代表取締役　田島　隆一 076-491-6917

001726
㈱宮村ボーリング 076-465-4536

富山市婦中町蔵島436-2
地質

代表取締役　宮重　清 0766-63-7156

代表取締役　宮村　光宏 076-465-4538
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001727
㈱宮本工業所 076-441-2201

富山市奥田新町12-3
建コ

土コ
001728

㈱三四五建築研究所 076-433-0345

代表取締役　宮本　芳樹 076-441-6645

建コ 土コ 地質
001729

㈱村尾地研 076-429-2511
富山市塚原150

測量

代表取締役　村尾　英彦 076-429-2603

003151
㈱明和 076-422-5394

富山市黒瀬225-1
測量 土コ

富山市新桜町8-1
建コ

代表取締役　稲葉　実 076-432-1820

004149
㈱森山電機製作所 076-441-2856

富山市今木町1-1
電通 管調 管電 管灯

代表取締役　佐伯  明則 076-422-5894

001747
ヤマト地質調査㈱ 076-423-1534

富山市長江3-1-8
地質

代表取締役　森山　真人 076-432-4773

001748
雄基工業㈱ 0766-22-0473

高岡市能町東34
水掃 調他 廃産

代表取締役　齊藤　純夫 076-421-4984

003807
吉枝工業㈱ 0765-52-0243

黒部市三日市2884-2
貯掃 管消 管調 管配

代表取締役　野﨑　雄次 0766-25-4151

001754
㈱吉田建築事務所 0766-21-0145

高岡市中川1-7-20
建コ

代表取締役　吉枝　貴之 0765-52-1516

001757
米原商事㈱　設備部高岡営業所 0766-25-0911

高岡市野村1641-1
管消

代表取締役　吉田　重雄 0766-21-0245

001758
ライト工業㈱　富山営業所 076-464-3523

富山市堀川町281
土コ 地質

代表　向井　宏昌 0766-25-4077

001759
㈱ラックス 076-422-7478

富山市西長江1-12-1
建コ 土コ 意識 作成 計画 企他 コン

所長　雨宮　圭治 076-464-3524

003170
菱機工業㈱　富山支店 076-420-2700

富山市黒瀬北町2-17-6
管調

代表取締役　田原　慎嗣 076-422-7456

003052
㈱レジェンド・アプリケーションズ　北陸事業所 0766-50-8001

高岡市下関町4-5 北陸読売会館
管機 シ設 シ保 コ保

取締役支店長　大野　賢治 076-420-2703

003835
㈱レンタルのニッケン　高岡営業所 0766-29-2051

高岡市能町828-18
企企 企運

所長　能登　良也 0766-50-8005

所長　宝勝　悟司 0766-29-2053
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004428
㈲ワークショップ辻野 0766-29-2811

高岡市中央町104
建コ

代表取締役　辻野　公平 0766-29-2822
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