
電話番号
FAX番号

004232
㈱アート

代表取締役　武田　豊

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（委託）

住所

072-958-9075

072-958-9076
大阪府羽曳野市蔵之内583-1

調埋

主として請け負う業務等

＜県外＞
平成30年7月1日現在

土コ
001154

㈱アール・アイ・エー　金沢支社 076-221-0369
石川県金沢市南町5-14

建コ

支社長　浅井　健治 076-262-3683

代表取締役社長　片桐　裕明 03-5802-3220
001157

㈱ＩＮＡ新建築研究所 03-5802-3221
東京都文京区白山3-1-8

建コ 土コ

支店長　長谷川　正明 052-856-0039
001160

アイテック㈱　名古屋支店 052-856-0038名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセント
タワー6F

管施

部長　星川　博敬 03-6261-3405
003942

㈱アイネス　首都圏営業部 03-6261-3408
東京都千代田区三番町26

管機 シ設 シ保 デ処 コ保

004284
㈱アクトミヤス 0761-43-2222

石川県小松市串茶屋町丙59
建コ

情他

代表取締役　長尾  彰 0584-71-5206

003169
浅野環境ソリューション㈱　名古屋営業所 052-979-9680

名古屋市東区葵1-25-1
管施

003923
㈱アクアテック 0584-71-5205

岐阜県揖斐郡池田町市橋236
貯掃 他掃 管施 他

代表取締役　三安  満昭 0761-43-2223

004051
アシスト㈱ 052-908-0020

名古屋市緑区滝ノ水5-1310
意識 シ設 シ保 デ処 計画 他

所長　黒宮　和孝 052-979-9681

写製
003820

㈱アスコ大東　新潟支店 025-246-1320
新潟市中央区東大通1-3-8

測量 土コ 地質 補コ 調漏 シ設 シ保 デ処

代表取締役　西村　竹松 052-908-0030

001170
㈱梓設計　中部支社 052-253-8822

名古屋市中区錦3-15-15 ＣＶＴ錦ビル
建コ 土コ

支店長　古澤　清治 025-247-3740

執行役員支社長　中山　明宗 052-253-8995

002666
アズビル㈱  ビルシステムカンパニー北陸支店 076-222-2814

石川県金沢市上堤町3-21
管調 管電 管施 シ保

支店長　中野　一 076-287-3553
004439

東電池㈱　北陸支店 076-287-5222
石川県金沢市四十万町北チ5-1

シ設 デ処

支店長　味田　賢一 076-264-8312

003171
ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート㈱ 03-3773-2021

東京都大田区山王1-3-5
他

代表取締役　瀧上　彰 076-248-4174
001173

アルスコンサルタンツ㈱ 076-248-4004
石川県金沢市古府2-76

測量 建コ 土コ 地質

代表取締役　山岸　高広 03-3773-7912
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

076-237-8027

004039
㈲飯山堆肥センター 0269-63-3500

長野県飯山市大字吉97
廃産

003763
㈱アルプ 076-237-4230

石川県金沢市近岡町309
他

代表取締役　古賀　美純

004400
㈱イ・エス・エス 03-3813-6817

東京都文京区小石川1-1-17
土コ

取締役　荒木　泰蔵 0269-62-1521

004052
石垣メンテナンス㈱　北陸支店 076-260-8150

石川県金沢市広岡1-1-10
管施

代表取締役　西谷　保 03-3813-4835

003486
(一財)石川県予防医学協会 076-269-2344

石川県金沢市神野町東115
調検 健診 他

支店長　山添　喜一郎 076-260-8040

002885
㈱石川コンピュータ・センター 076-268-8312

石川県金沢市無量寺町ハ6-1
シ設 シ保 デ処 コ保

理事長　松崎  充意 076-269-2391

001178
㈱石本建築事務所　名古屋オフィス 052-263-1821

名古屋市中区栄4-3-26
建コ 土コ

代表取締役社長　多田　和雄 076-268-7492

003028
㈱インタラック　関東中部 03-6779-9465

東京都中央区銀座6-10-1
企企 企運 人材 他

オフィス代表　植野　收 052-264-1990

003319
㈱ヴァイオス 073-452-9356

和歌山県和歌山市西庄295-9
廃般 廃産 廃他

代表取締役　中野　誠吾 03-6779-9477

003159
ヴェオリア・ジェネッツ㈱　中部支店 052-930-5513名古屋市東区葵3-15-31 千種ニュータワー

ビル

管施 調漏 シ設 シ保 他

代表取締役　吉村　英樹 073-451-3056

002615
㈱ウェザーニューズ 043-274-5590

千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデン
他

支店長　在原　祐機 052-530-5514

003474
㈱ウォーターテック　名古屋営業所 052-955-8612

名古屋市中区錦3-7-9
管施

代表取締役　草開　千仁 043-296-3763

003841
㈲ウッドサークル 03-3667-7617

東京都中央区日本橋人形町2-16-2-4F
建コ 土コ

所長　西川　祐 052-955-8613

003687
㈱浦建築研究所 076-261-4131

石川県金沢市本多町3-11-1
建コ

代表取締役　中田　英史 03-3667-7618

003494
㈱エイト日本技術開発　中部支社 052-855-2261

名古屋市中区錦1-11-20
測量 土コ 地質 補コ

代表取締役　浦　淳 076-223-1251

支社長　森川　敏彦 052-855-2250
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

004054
㈱エーシーエ設計 026-296-8300

長野県長野市柳原2360-4
建コ

002759
㈱エクス 058-227-3410

取締役社長　関口　浪男 026-296-8340

004419
㈱エコシティサービス 045-941-5725横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33 サウスコア

205

他

代表取締役　古川　一弘 045-941-5726

004270
㈱エスアールエル 03-6279-0939

東京都新宿区西新宿2-1-1
他

岐阜県羽島市舟橋町本町5-32
シ設

代表取締役　渡辺　勉 058-227-3409

003643
エス・イー・シ－エレベーター㈱　北陸支店 076-259-6632

石川県金沢市横川7-35-1 ルミエール横川6F
管エ

代表取締役　東　俊一 03-6279-0978

004443
ＮＥＣキャピタルソリューション㈱　北陸支店 076-223-4326

石川県金沢市彦三町1-2-1
情他

支店長　小倉　倫久 076-259-6672

001200
エヌエス環境㈱  北陸支店 076-240-3943

石川県金沢市新保本4-4
測量 土コ 地質 調ダ 調検 調騒 調ア

支店長　堀内　英夫 076-223-4327

001201
エヌシーイー㈱ 025-285-8540

新潟市中央区美咲町1-7-25
測量 土コ

支店長　太田　均 076-240-3963

004271
㈱ＮＪＳ・Ｅ＆Ｍ 03-6324-4350

東京都港区芝浦1-1-1
シ設 シ保 デ処 人材 他

代表取締役　大平　豊 025-285-3531

004414
ＮＤネットサービス㈲ 072-229-5252

堺市堺区神南辺町二丁90-5
他掃 貯掃 他

代表取締役社長　田中　亮 03-6324-4351

003337
㈱エヌ・ティ・ティ・データ 03-5546-8002

東京都江東区豊洲3-3-3
シ設 シ保 デ処 コ保 他

代表取締役　鈴木　宏隆 072-229-7171

001204
㈱エヌ・ティ・ティ・データ北陸 076-224-3450

石川県金沢市彦三町1-1-1
シ設 シ保 デ処 コ保 情他

代表取締役社長　岩本  敏男 03-5546-2005

004221
ＮＴＴビジネスソリューションズ㈱　北陸支店 076-256-3398

石川県金沢市増泉1-43-1
電通 管機

代表取締役社長　増田　成利 076-224-5252

002845
㈱ＮＴＴファシリティーズ　北陸支店 076-222-4720

石川県金沢市西念3-5-1
建コ

支店長　米田　洋一 076-225-4394

003595
㈱エヌ・ティ・ティマーケティングアクト　北陸支店 076-265-1450

石川県金沢市大手町4-1 ＮＴＴ白鳥路ビル
意識 デ処 翻訳 人材 他

支店長　伊藤　秀憲 076-222-4010

取締役北陸支店長　室林　明子 076-265-1452
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

004454
㈱エフエスユニマネジメント 03-5442-7661

東京都港区芝浦3-4-1
他

他
003440

エム・シー・ヘルスケア㈱ 03-5781-7808

代表取締役　菊地　秀二 03-5442-7662

シ保 デ処
004463

㈱エムテｨーアイ 03-5333-6789
東京都新宿区西新宿3-20-2

シ設

代表取締役　前多　俊宏 03-5333-6791

004245
㈱えむぼま 089-974-2297

愛媛県松山市余戸中4-5-43
シ設 作成

東京都港区港南2-16-1
管他

代表取締役　宮下　修 03-5781-7809

004277
㈱江守情報 0776-23-6250

福井県福井市順化1-24-38
管機 シ設 シ保 デ処 コ保 情他

代表取締役　森　正彦 089-974-2452

004302
㈱ＬＳＩメディエンス 03-5577-0601

東京都千代田区内神田1-13-4
調他

代表取締役社長　市川　哲夫 0776-23-6472

001212
㈱オオバ 03-3460-0112

東京都目黒区青葉台4-4-12-101
測量 建コ 土コ 地質 補コ

代表取締役　伊藤　昭夫 03-5577-0651

003678
沖電気工業㈱　北陸支店 076-222-3500

石川県金沢市南町4-47
電通 管機 シ設 シ保 デ処 コ保

代表取締役　辻本　茂 03-3460-0153

004389
落合公認会計士事務所 03-3593-4111

東京都港区新橋2-15-17 タマキビル8F
他

支店長　泉井　靖史 076-232-3016

003823
小柳建設㈱ 0256-32-0006

新潟県三条市東三条1-21-5
調埋

代表　落合　幸隆 03-3593-4112

003941
オリックス・ファシリティーズ㈱ 075-841-7550京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町

99

建掃 貯掃 害虫 管消 管調 管電

代表取締役　小柳　卓蔵 0256-34-7601

001224
㈱会議録研究所 03-3267-6051

東京都新宿区市谷八幡町16
シ設 シ保 デ処 作成 翻訳 他

代表取締役　三宅　恒治 075-841-7666

001225
㈱会議録センター 048-549-0822

埼玉県鴻巣市鎌塚1-4-12
シ保 デ処 他 翻訳

代表取締役　妹尾  潤 03-3267-8199

004215
(一社)火葬研 03-3518-2821

東京都千代田区神田錦町2-5-9
調他 計画 コン

代表取締役　加藤　信也 048-548-9400

004235
㈱加速器分析研究所 044-934-0020

川崎市多摩区登戸新町129-1
調埋 調他

代表理事　武田　至 03-3518-2820

代表取締役　松井　隆雄 044-931-5812
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

003902
㈱金沢計画研究所 076-244-9222石川県金沢市西泉1-66-1 スプリングポイン

ト6F

建コ

002739
上屋敷工業㈱ 0776-56-2310

代表取締役　水野  孝子 076-244-9219

土コ 地質
001234

川崎地質㈱　北陸支店 025-241-6294
新潟市中央区柴竹山5-7-5

測量

支店長　飯沼　浩 025-241-6226

002591
川重冷熱工業㈱　金沢支店 076-269-2841

石川県野々市市御経塚2-307
管調

福井県福井市石盛町20-408
管他

代表取締役　上屋敷　淳三 0776-56-0917

002849
㈱カンエイメンテナンス  新潟営業所 025-278-3196

新潟市中央区天神1-1 プラーカ３ 2F
管施

支店長　池本　直行 076-269-2871

002566
環境開発㈱ 076-244-3132

石川県金沢市大桑町上猫下4-7
廃産 廃他

所長　磯　照男 025-278-3176

002844
㈱環境技術研究所 06-6532-2837

大阪市西区阿波座1-3-15
建コ 土コ

代表取締役　髙山　盛司 076-244-6235

001235
㈱環境公害研究センター 076-268-5330

石川県金沢市金石北3-13-17
調ダ 調検 調騒 調ア 調他

代表取締役　篠田  公平 06-6532-9025

004293
㈱環境施設コンサルタント 03-3358-6761

東京都新宿区左門町16-1
土コ

代表取締役社長　中田　憲幸 076-268-9626

001237
環境設計㈱ 06-6261-2144

大阪市中央区久太郎町1-4-2
建コ 土コ

代表取締役　江遠　要甫 03-3355-1222

004306
環境未来㈱　北陸検査センター 076-255-3956

石川県金沢市藤江南1-7-1
調ダ 調検 調騒 調ア 調他

代表取締役　中野　晋 06-6261-2146

003011
管清工業㈱　岐阜営業所 058-275-4251

岐阜県岐阜市茜部菱野1-49
外掃 水掃 調漏 調他

センター長　和田　凰義 076-255-3957

001243
㈱管総研　東京支店 03-5205-1990

東京都中央区日本橋本石町3-3-10
土コ シ設 シ保 デ処

所長　篠田　和之 058-275-4252

003639
㈱ぎじろくセンター　東京営業所 03-6264-8781東京都中央区日本橋小舟町9-3 日本橋相互

ビル505

シ保 デ処 コ保 情他 他

支店長　柳谷　光彦 03-5205-1994

001244
キタイ設計㈱　北陸事務所 076-274-1726

石川県白山市村井町33-1
測量 建コ 土コ 地質 補コ

取締役兼東京営業所長　濱野　尚子 03-6264-8782

所長　長谷川　幸治 076-274-1879
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

003388
北日本コンピューターサービス㈱ 018-834-1811

秋田県秋田市南通築地15-32
シ設

計画シ設 シ保 企映 企企 企運
002722

㈱ぎょうせい  東海支社 052-231-0331

代表取締役　江畑  佳明 018-834-1815

003628
㈱協働管財 052-383-3006

名古屋市港区惟信町6-6-3
他

代表取締役　武藤　亮一 052-383-3005

001262
共同設計㈱ 06-6364-5836

大阪市北区西天満5-10-14
建コ 土コ

名古屋市中区錦3-10-33
意識

支社長　原川  善郎 052-231-0341

001263
㈱協同測量社 026-226-5691

長野県長野市大字安茂里671
測量 土コ 補コ

代表取締役　飯田　精三 06-6365-6171

004041
極東サービス㈱　大阪営業所 06-6489-2828

兵庫県尼崎市東難波町5-9-1
管他

代表取締役　中澤  健爾 026-228-8858

003135
キングラン中部㈱  北陸営業所 076-239-4851

石川県金沢市南新保町へ37
クリ

所長　曽和　功宏 06-6489-2826

002625
クボタ環境サービス㈱　大阪支社 06-6470-5921

兵庫県尼崎市浜1-1-1
管施

取締役所長　林  哲也 076-239-4850

002919
クマリフト㈱　北陸営業所 076-266-1987

石川県金沢市畝田中3-556
管エ

取締役支社長　大柳　治彦 06-6470-5928

001272
㈱久米設計 03-5632-7801

東京都江東区潮見2-1-2
建コ 土コ

所長　山田　真祐 076-266-1977

003352
㈱グリーンエコ　東京事務所 03-6807-7710東京都北区田端新町3-14-4 ＮＯＺＡＫＩビ

ル201

意識 調他 デ処 他

代表取締役社長　藤沢　進 03-5632-7821

003543
㈱クリタス　東海支店 052-853-2667

名古屋市昭和区阿由知通4-13
管施 管他

所長　岡村　雅明 03-6807-7720

004450
群桐エコロ㈱ 0276-55-0500

群馬県太田市新田大町600-26
廃産

支店長　影山　剛 052-853-4195

003793
㈱ＫＲＣ 026-285-7670

長野県長野市稲里町中央3-33-23
測量 建コ 土コ

代表取締役　山口　博 0276-55-0501

004137
(一財)経済調査会　北陸支部金沢事務所 076-222-2200

石川県金沢市南町4-60
土コ

代表取締役社長　宮入　賢一郎 026-254-7301

所長　野々山　秀樹 076-233-3189
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

004470
ＫＤＤＩ㈱　新規事業推進部 03-6757-1267

東京都渋谷区渋谷2-21-1
他

001284
㈱ケー・シー・エス　北陸支社 025-288-6116

部長　宮本　美佐 03-6757-1270

土コ
004136

(一財)建設物価調査会　北陸支部 025-243-2891
新潟市中央区東万代町1-30

建コ

支部長　平野　光芳 025-243-2290

003525
㈱現代けんこう出版 03-3846-1088

東京都墨田区両国1-12-8
企企 企運 他

新潟市東区紫竹7-27-35 タチバナビル
土コ

支社長　柴田　峰之 025-288-6176

003674
航空写真調査㈱ 025-526-3256

新潟県上越市本町5-4-1
測量 写製 写他 他

代表取締役　砂田　昌彦 03-3846-1189

003540
神戸綜合速記㈱ 078-321-2522

神戸市中央区北長狭通4-3-8
シ設 シ保 他

代表取締役　不破  亨 025-526-0190

001296
㈱興和　北陸支店 076-291-6231

石川県金沢市進和町47
測量 土コ 地質

代表取締役　藤岡　伸行 078-321-2559

004453
広友レンティア㈱　中部支店 052-332-3100

名古屋市中区千代田4-14-24
企運 企他

支店長　笠原　史夫 076-291-6233

001300
国際警備保障㈱ 076-242-5110

石川県金沢市泉が丘1-19-8
人警 機警

支店長　小森　則孝 052-332-1360

001306
国土情報開発㈱ 03-5481-3000

東京都世田谷区池尻2-7-3
測量

代表取締役　宮本　克喜 076-242-5237

情他
002638

五大開発㈱ 076-240-6588
石川県金沢市黒田1-35

測量 土コ 地質 補コ シ設 シ保 デ処 コ保

代表取締役社長　羽田　寛 03-5481-3030

003449
金剛㈱　名古屋支店北陸営業所 076-291-6601

石川県金沢市入江2-26
害虫 管他 調他 シ設 他

代表取締役社長　石川　通 076-240-6575

001313
㈱サーベイリサーチセンター　名古屋事務所 052-561-1251名古屋市中村区名駅南1-12-9 グランスクエ

ア名駅南2F

土コ 意識 シ設 シ保 デ処 計画

所長　前田　健 076-291-7893

004438
㈲サイシン公告 0494-24-3995

埼玉県秩父市下影森4057-11
企広 写他

所長　水口　行雄 052-561-1254

004413
㈱サイネックス 06-6766-3333

大阪市中央区瓦屋町3-6-13
シ設 シ保 デ処 コ保 企広 作成 企他 他

代表取締役　岸本　穂 0494-24-3982

代表取締役社長　村田　吉優 06-6766-3334
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

004119
佐川急便㈱ 076-691-6500

京都市南区上鳥羽角田町68
運送

土コ
001315

㈱佐藤総合計画 03-5611-7201

代表取締役　荒木　秀夫 075-682-3784

003897
㈱三輝 06-6881-3000

大阪市北区同心1-10-12
他

代表取締役　中道  高司 06-6881-3001

003684
㈱サンケン・エンジニアリング　大阪支店 06-6338-8052

大阪府吹田市芳野町2-8
管他

東京都墨田区横網2-10-12
建コ

代表取締役　細田　雅春 03-5611-7226

001325
サンコーコンサルタント㈱　北陸支店 025-260-3141

新潟市西区寺尾上4-4-15
測量 建コ 土コ 地質 補コ

支店長　中沢　秀記 06-6338-8053

004378
三精工事サービス㈱ 06-6866-3273

大阪府豊中市上津島1-3-3
管エ 管他

支店長　小幡　季也 025-268-4950

003039
三精テクノロジーズ㈱ 06-6393-5661

大阪市淀川区宮原4-3-29
管エ 管他

代表取締役　畑中　祐介 06-6866-3353

003761
㈲サンテック 0544-58-0606

静岡県富士宮市大中里1274-6
他

代表取締役　良知　昇 06-6393-5704

002613
㈱三豊 0532-21-2573

愛知県豊橋市西山町字西山328
他

取締役　佐野　宏二 0544-58-0606

001334
㈱サンリーク 06-6395-6801

大阪市淀川区宮原1-19-23
調漏

代表取締役　中嶋　孝彰 0532-21-2617

003883
㈲サンロック  北陸営業所 0778-29-2950

福井県越前市菖蒲谷町12-42-1
調漏

代表取締役　小東　雅彦 06-6397-3821

004305
ＧＥヘルスケア・ジャパン㈱　京滋北陸支店 075-644-1215

京都市伏見区竹田段川原町205
管他

所長　堀江　周一朗 0778-29-2855

004294
シーメンスヘルスケア㈱　北陸営業所 076-291-0957

石川県金沢市間明町1-49
管他

支店長　岩田　均 075-644-1220

001345
ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱　北陸支店 076-223-0291

石川県金沢市広岡1-1-18
測量 建コ 土コ 地質 補コ

所長　野澤　剛吉 076-291-0977

004392
ジェイアール東日本コンサルタンツ㈱ 03-5396-7254

東京都渋谷区代々木2-2-6
測量 土コ 地質

支店長　豊岡　義明 076-223-6266

代表取締役　栗田　敏寿 03-5949-2792
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

004363
ＪＦＥテクノス㈱ 045-505-7370

横浜市鶴見区末広町2-1
管施 管他

002866
㈱ＪＥＣＣ 03-3216-3962

代表取締役　吉田　誠太郎 045-505-7983

004259
ジオ・サーチ㈱ 03-5710-0200

東京都大田区西蒲田7-37-10
土コ

代表取締役社長　冨田　洋 03-5710-0211

004440
シャープビジネスソリューション㈱ 06-6794-9601

大阪市平野区加美南3-8-25
シ設 シ保 コ保

東京都千代田区丸の内3-4-1
情他

専務取締役　村上　春生 03-3216-3133

翻訳 コン
003327

㈱ジャパンインターナショナル総合研究所 075-924-2603京都市右京区西京極西池田町9-5 西京極駅
前ビル6F

意識 企映 企企 企運 作成 計画 企他 写製

常務取締役　瀬村　倫之 06-6794-9644

004466
ジャパンシステム㈱ 03-5309-0310

東京都渋谷区代々木1-22-1
シ設 コン

代表取締役　藤原　壮督 075-924-2803

002661
ジャパンレイクアンドキャナル㈱ 0749-68-2407

滋賀県長浜市平方町868-1-1111
貯掃 他掃 管施 調漏

代表取締役社長　井上　修 03-5309-0312

002623
㈱住宅・都市問題研究所 03-6276-7155

東京都渋谷区幡ケ谷3-20-1 トライビル
建コ 土コ

代表取締役　曽我  伸一 0749-68-2408

004142
㈱昭和設計事務所　北陸営業所 076-259-1171石川県金沢市新神田2-13-21 第２城南開発

ビル301

土コ

代表取締役　平井　允 03-6276-7154

002951
ジョンソンコントロールズ㈱　北陸営業所 076-265-6595

石川県金沢市広岡2-13-37 ＳＴ金沢ビル6F
管調

所長　坂本　茂樹 076-259-1171

003217
㈲白坂速記事務所 076-245-7800

石川県金沢市窪7-263
デ処 翻訳

所長　岸本　一志 076-221-7941

003156
㈱新環境分析センター 025-284-6505

新潟市江南区祖父興野268-1
調検 調騒 調ア 調他

代表取締役　白坂　智子 076-245-5900

003571
㈱シンク 0947-42-0111

福岡県田川市伊加利字狐取1824-22
シ設 シ保 コン

代表取締役　猪俣  太郎 025-284-4455

002736
㈱神鋼環境ソリューション　大阪支社 06-6206-6745

大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビル
他

取締役社長　丸山　秀明 0947-42-0155

003307
神鋼環境メンテナンス㈱ 078-261-7940神戸市中央区磯上通2-2-21 三宮グランドビ

ル

他

支社長　杉本　浩 06-6206-6788

代表取締役　山上　惠造 078-261-7949
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

003030
㈱水機テクノス　名古屋営業所 052-218-2088

名古屋市中区栄2-2-17
管施 管他

004471
水道テクニカルサービス㈱ 045-360-9220

所長　山田　哲由 052-218-2089

001206
水ｉｎｇＡＭ㈱　北陸営業所 076-240-2585

石川県金沢市松島2-57
管施

所長　那須　守 076-269-3288

004435
(特非)ＳＣＯＰ 0263-36-9180

長野県松本市中央2-3-17 知新堂ビル3F
意識 デ処 作成 計画 コン 他

横浜市旭区二俣川1-45-45 大髙ビル3F
調漏

代表取締役　大島　健司 045-360-9221

003744
㈱スタジオ三十三 075-601-3103

京都市伏見区竹田松林町11
調埋 企物 企看 企企 企運 企他 他

理事長　鷲見　真一 0263-36-9185

004409
㈱スマートバリュー　クラウドイノベーションDivision 06-6448-8446大阪市西区靱本町2-3-2 なにわ筋本町MIDビ

ル4F

シ設 シ保 デ処 コ保 企広 企企 作成

代表取締役　井上　喜代志 075-622-3103

004436
住友重機械エンバイロメント㈱　中部支店 052-971-0538

名古屋市東区東桜10-24
管施 管他

DivManager　山田　幸人 06-6448-8447

002543
セコムジャスティック北陸㈱ 076-222-3395

石川県金沢市北安江2-15-10
人警

支店長　辻本　謙一 052-971-3916

003019
セコム北陸㈱ 076-222-2296

石川県金沢市香林坊2-4-30 香林坊ラモーダ
機警 管消

代表取締役社長　大蔵　良一 076-222-4575

001387
㈱センク２１　北陸事務所 076-243-0009

石川県金沢市法島町16-21
測量 土コ

代表取締役社長　柳内　清孝 076-232-0962

003394
セントラルメディカル㈱ 076-262-1111

石川県金沢市西念3-1-5
管配

所長　小杉  雅行 076-243-0086

001393
㈱ゼンリン　中部支社 052-684-2771

名古屋市熱田区沢上2-1-32
測量

代表取締役　小泉  泰之 076-223-7255

004003
㈱綜企画設計  北陸支店 076-263-8101

石川県金沢市昭和町8-7
建コ

支社長　荒木　康博 052-684-2780

003753
㈱総合保健センター 0574-63-7703

岐阜県可児市川合136-8
調検 調騒 調ア 調他

支店長　室谷　章二 076-263-8104

004461
創電工業㈱ 072-457-3350

大阪府岸和田市池尻町池尻町579-14
管消

代表取締役　市原 壽 0574-63-7706

代表取締役　松尾　幸治 072-457-2075
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

企運

004000
㈱創和 03-5637-8888

東京都江戸川区篠崎町3-33-8
他

他
デ処 コ保 情他 企広 企企管機 管他 調他 シ設 シ保

004408
ソフトバンク㈱　法人事業戦略本部 03-6889-6611

代表取締役　石住  義光 03-5637-8889

004342
ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント㈱　ヘルスケア事業本部 03-5209-8500

東京都千代田区神田淡路町1-2-3
他

代表取締役副社長　執行役員　事業本部長　平塚　徹 03-5209-8515

003168
第一環境㈱　中部支店 052-533-9712

名古屋市中村区名駅5-31-10
管他 調漏 情他 他

東京都港区東新橋1-9-1
電通
作成

執行役員本部長　藤長　国浩 03-6889-6590

004214
㈱第一テクノ　関西支店 06-6442-0300

大阪市北区大淀中1-4-16
管電 管他

支店長　渡辺　隆之 052-562-7523

002723
第一法規㈱ 03-3404-2251

東京都港区南青山2-11-17
調他 シ設 シ保 企運

支店長　石渡　利彦 06-6442-0303

001407
㈱大建設計　名古屋事務所 052-930-6701

名古屋市東区泉2-27-14
建コ 土コ

代表取締役社長　田中　英弥 03-3404-2269

001422
大洋コンサルタント㈱ 076-249-4468

石川県金沢市矢木3-74
測量 土コ 地質

取締役執行役員所長　中西　兵衛 052-930-6710

003546
大和産業㈱ 0952-30-5792

佐賀県佐賀市高木瀬西1-5-19
企企 企運 計画

取締役社長　浅村　和好 076-249-0097

004468
大和リース㈱　金沢支店 076-239-5524

石川県金沢市鞍月5-57
建コ

代表取締役　岩瀬　豊美 0952-30-6695

004248
㈱田中建築事務所 03-5420-2431

東京都港区高輪2-16-45
建コ

支店長　岡口　昇 076-239-5526

001441
㈱田中地質コンサルタント 0778-25-7000

福井県越前市国高2-324-7
測量 土コ 地質

代表取締役社長　阿久津　賢次 03-5420-2461

002633
㈱タムラ 03-3652-4000

東京都江戸川区西一之江4-9-28
他

代表取締役　田中　謙次 0778-25-7001

001446
㈱俵設計 076-298-1126

石川県金沢市高尾南3-37
土コ

代表取締役　田村　浩章 03-3652-4065

004200
㈱丹青社 03-6455-8151

東京都港区港南1-2-70
建コ 意識 シ設 企物 企看 企企 企運 計画

代表取締役　俵　一由 076-298-0735

代表取締役　高橋　貴志 03-6455-8226
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

004250
㈱地域環境システム研究所 06-6110-5445

大阪市北区豊崎3-10-2  Ｉ＆Ｆ梅田6F
土コ

土コ
001447

㈱地域計画建築研究所 075-221-5132

代表取締役　畑間　慎哉 06-6110-5446

建コ 土コ 補コ
001448

㈱地域みらい 0767-74-2121
石川県鹿島郡中能登町良川へ部32

測量

代表取締役　北原　良彦 0767-74-0857

004385
中越運送㈱ 025-283-0019

新潟市中央区美咲町1-23-26
運送

京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町
82

建コ

代表取締役　森脇　宏 075-256-1764

001453
中央コンサルタンツ㈱　東京支店 03-5337-2541

東京都新宿区西新宿8-17-1
測量 建コ 土コ 地質 補コ

代表取締役社長　小林　和男

003144
中央システムサービス㈱ 06-6538-0681

大阪市西区新町2-4-2
シ設 シ保 コ保

執行役員支店長　吉田　宏喜 03-5337-2060

003758
中央復建コンサルタンツ㈱　中部支社 052-220-2920

名古屋市中区錦2-3-4
測量 建コ 土コ 地質 補コ

代表取締役社長　外島　久稔 06-6538-0725

001456
中外テクノス㈱　北陸営業所 076-221-2312

石川県金沢市長田1-5-49
測量 建コ 土コ

常務取締役支社長　苗加　稔 052-202-1366

シ保 デ処 コ保 企物
企看 企映 企広 企企 企運 作成 計画001471

㈱長大　北陸事務所 025-288-0271
新潟市中央区新光町6-1

測量 建コ 土コ 地質 調検 調騒 意識 シ設

所長　笹口　秀一 076-221-2380

004434
ツネイシカムテックス埼玉㈱ 048-582-5503

埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山250-1
廃般

所長　市川　絢一 025-288-0273

003653
ＴＩＳ㈱　公共事業本部 052-566-1290

名古屋市西区牛島町6-1
シ設 シ保

代表取締役　篠原　幸一 048-582-5506

002668
帝人エコ・サイエンス㈱　関西事業所 072-646-5106

大阪府茨木市南目垣1-4-1
土コ

公共事業部長　山田　佳邦 052-566-1291

004307
帝人在宅医療㈱ 03-3506-4488

東京都千代田区霞が関3-2-1
他

所長　奈良崎　浩美 072-636-6274

003535
㈱データベース　名古屋営業所 0561-62-2728

愛知県長久手市蟹原1901Ａ-702
管施

代表取締役社長　桑原　稔明 03-3506-4060

004351
㈱データホライゾン　東京本社 03-3868-2285東京都文京区後楽1-5-3 後楽国際ビルディ

ング3F

デ処 計画 他

所長　島田　憲三 0561-62-2728

営業担当役員　西田　洋一 03-3868-2385
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

003917
㈱テクノスジャパン　関西支店 06-4799-9308大阪市北区梅田1-11-4-1100 駅前第4ビル

11-10

調漏

002902
テスコ㈱ 03-5244-5311

支社長　三小田  和則 06-4799-9011

004374
㈱テスコム　関西支店 06-6155-8926

大阪府吹田市江の木町12-5
調漏

支店長　高山　裕之 06-6155-8930

004437
㈱電算システム 058-279-3482

岐阜県岐阜市日置江1-58
他

東京都千代田区西神田1-4-5
管施

代表取締役　小林　千尋 03-5244-5661

004202
東亜道路工業㈱　北陸支社 0250-25-7504

新潟市秋葉区川口580-26
土コ

専務取締役執行役員事業本部　松浦　陽司 058-279-2443

003532
㈱東海システム設計  北陸営業所 076-254-1278

石川県金沢市長田本町チ18-3
土コ 調他 企他 他

支社長　大竹　哲也 0250-23-1231

001483
東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱ 03-6452-8416

東京都港区海岸1-2-3
測量

所長　青山　真二 076-254-1278

003055
東京計器㈱　名古屋営業所 052-232-8511

名古屋市中区錦1-20-19
管他

代表取締役　髙木　信以智 03-6452-8392

004016
東京テクニカル・サービス㈱ 047-354-5337

千葉県浦安市今川4-12-38-1
調ダ 調検 調騒 調ア

所長　簑和田　雄二 052-232-8510

003165
東芝エレベータ㈱　北陸支店 076-222-9111

石川県金沢市昭和町16-1
管エ

代表取締役　吉池　南 03-5667-1084

001492
㈱東畑建築事務所　名古屋事務所 052-459-3621

名古屋市中村区太閤3-1-18
建コ 土コ

支店長　近藤　隆士 076-262-3448

004164
㈱東洋食品 03-3836-1291

東京都台東区東上野1-14-4
学給

常務執行役員所長　瓦田　伸幸 052-459-3623

003742
㈱東洋食品フードサービス 03-3836-1284

東京都台東区東上野1-14-4
学給

代表取締役　荻久保　英男 03-3836-0601

003439
東和コンサルタント㈱　飛騨営業所 0577-62-9880

岐阜県飛騨市古川町上町248-1-105号
調漏

代表取締役　荻久保　英男 03-3836-2350

003660
㈱東和テクノロジー　関西支店 06-6309-3300

大阪市淀川区西中島1-9-16
測量 建コ 土コ

所長　玉腰　豊 058-327-8475

支店長　福永　和弘 06-6309-3399

13 / 21



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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

003240
㈱トージツフーズ 06-6267-7177

大阪市中央区久太郎町2-4-27
学給

004405
㈱トータル・リアルティ・アドバイザーズ 03-5575-7505

代表取締役　渡邊　達郎 06-6267-7180

意識 調他建コ 土コ 地質 調検 調騒
001497

㈱トーニチコンサルタント　中部支社 052-262-4535
名古屋市中区栄4-6-15

測量

専務取締役支社長　横井  輝明 052-241-1815

004059
有限責任監査法人トーマツ 03-6720-8200

東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ
意識 調他 シ設 情他 計画 コン 他

東京都港区赤坂3-21-21 サンワット渡邊ビ
ル6F

他

代表取締役　吉村　利一 03-5575-0535

001501
㈱徳岡設計 06-6499-0701

大阪市北区西天満6-3-11-205
建コ

包括代表　觀　恒平 03-6720-8205

001503
㈱都市計画研究所 03-3262-6341

東京都中央区日本橋蛎殻町2-13-5
建コ 土コ

代表取締役　徳岡　浩二 06-6499-2223

001507
㈱図書館流通センター 03-3943-2221

東京都文京区大塚3-1-1
デ処 情他 コン 他

代表取締役　佐藤　憲璋 03-3262-6604

004304
冨木医療器㈱ 076-237-5555

石川県金沢市問屋町2-46
管他 他

代表取締役　石井　昭 03-3943-8441

001541
内外エンジニアリング㈱　北陸営業所 076-259-5390

石川県金沢市入江3-132 福村ビル
測量 建コ 土コ 地質 補コ

代表取締役　冨木　隆夫 076-237-6592

001543
㈱内藤建築事務所　名古屋事務所 052-212-4645

名古屋市中区錦1-7-32 名古屋ＳＩビル
建コ

所長　朝倉　高畑　雅仁 076-259-5391

002748
ナカシャクリエイテブ㈱ 052-895-1132

名古屋市天白区野並2-213
調埋 企物

所長　廣田　哲 052-212-4051

003777
長田広告㈱ 0567-26-5251

愛知県津島市東柳原町5-5-1
企看 企広 他

代表取締役　山口  寛 052-895-1120

003497
中日本ハイウェイ･エンジニアリング名古屋㈱　金沢支店 076-264-7871

石川県金沢市駅西本町3-7-1
土コ

代表取締役　長田　一郎 0567-26-6099

001552
ナチュラルコンサルタント㈱ 076-246-1170

石川県金沢市矢木2-147
測量 土コ 地質 補コ

支店長　今村　雅雄 076-264-7877

003825
(一財)新潟県環境分析センター 025-284-6500

新潟市江南区祖父興野53-1
調ダ 調検 調騒 調ア 調他

代表取締役　北浦　和夫 076-246-4493

理事長　猪俣　勝一 025-284-0022
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

002855
㈱西日本環境 078-643-2809

神戸市長田区長田町7-3-2
他

002897
㈱西日本水道センター　大阪支店 06-6396-8118

代表取締役　溝口　立子 078-643-1966

001557
㈱西原環境　中部支店 052-979-2570

名古屋市東区葵3-15-31
管施

支店長　熊谷　眞純 052-979-2571

003026
㈱ニチイ学館 03-3291-2121

東京都千代田区神田駿河台2-9
コン 人材 福祉 他

大阪市淀川区宮原2-10-9
調漏

支店長　井上　啓 06-6396-9711

001563
ニチレキ㈱　金沢営業所 076-249-1313

石川県金沢市古府2-8
測量 土コ

代表取締役　森　信介 03-3291-6866

003824
㈱日建設計  名古屋オフィス 052-261-6137

名古屋市中区栄4-15-32
建コ 土コ

所長　笠間　茂生 076-249-5883

001569
㈱日さく　東日本支社 048-644-2101

さいたま市大宮区桜木町4-199-3
測量 土コ 地質

執行役員名古屋代表　山本　秀樹 052-252-7295

001570
㈱日産技術コンサルタント 06-6944-0669

大阪市中央区大手前1-2-15
測量 建コ 土コ 地質

取締役支社長　渡辺　寛 048-644-2407

004015
日清医療食品㈱　近畿支店 075-231-5100京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1 井

門明治安田生命ビル7F

学給 他

代表取締役　宮脇　佳史 06-6944-3414

001571
㈱日新技術コンサルタント　名古屋事務所 052--829-0633

名古屋市南区弥次ヱ町2-19-1
測量 建コ 土コ 地質

支店長　田中　伴治 075-231-4714

001577
㈱日総建 03-5478-9855

東京都渋谷区幡ケ谷1-34-14
建コ

所長　村上　忠昭 052-829-0634

001578
㈱日展 06-6362-2210

大阪市北区万歳町3-7
建コ 企物 企看 企映 企企 企運

代表取締役社長　木内　啓 03-5478-9859

003147
日本オーチス･エレベータ㈱  北陸営業所 076-238-7977

石川県金沢市鞍月5-181
管エ

代表取締役　田加井　徹 06-6362-6030

003537
日本カルミック㈱ 03-3230-6753

東京都千代田区九段南1-5-10
他

所長　今橋　一祥 076-238-7978

001602
日本交通技術㈱　名古屋支店 052-451-9111名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイン

ト1413

測量 土コ 地質

代表取締役　高居  隆章 03-3230-6767

支店長　石黒　博 052-451-9114
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

003668
㈱日本ウォーターテックス 0480-43-3601

埼玉県幸手市緑台1-19-11
他

調他 計画 他
002492

(一財)日本環境衛生センター 044-288-4896

代表取締役　増田　眞理 0480-43-3791

建コ 土コ 地質
001591

㈱日本環境工学設計事務所 03-3265-0551
東京都千代田区神田神保町2-7-3

測量

代表取締役　岩脇　成彦 03-3265-0550

003645
(特非)日本環境斎苑協会 044-270-0123

川崎市川崎区四谷上町10-6
他

川崎市川崎区四谷上町10-6
土コ

理事長　南川　秀樹 044-299-2294

003530
日本グリーンパックス㈱ 075-954-5158

京都府長岡京市城の里10-9
シ設 他

理事長　奥村　明雄 044-270-0766

004421
㈱日本経営情報システム 011-842-6913札幌市豊平区平岸二条5-2-14 第5平岸グラ

ンドビル601

シ保 シ設

代表取締役　山中  利一 075-955-3341

001604
㈱日本サポートサービス 03-3291-6943

東京都千代田区神田猿楽町2-2-10
デ処 他

代表取締役　市村　浩貴 011-842-6937

004118
(一財)日本消防設備安全センター 03-3501-7911

東京都港区虎ノ門2-9-16
建コ 土コ

代表取締役　旗鉾　吉男 03-3291-2135

001609
㈱日本設計 03-3348-0315

東京都新宿区西新宿2-1-1
建コ 土コ

理事長　原田　正司 03-3501-7980

001618
日本物理探鑛㈱　北陸支店 025-241-2960

新潟市中央区神道寺3-11-19
測量 土コ 地質 調ダ 調検 調騒

代表取締役　千鳥　義典 03-3346-9675

003771
㈱日本レップス　関西営業所 06-6907-1301大阪府門真市新橋町12-18 三松マンション

505

調漏

支店長　中村　義雄 025-241-2959

002873
㈱日本漏防コンサルタント　中部営業所 0587-96-6500

愛知県稲沢市稲沢町前田180-1
調他

所長　岡崎　到 06-6907-1302

004158
㈱ネクサス 03-6432-4419

東京都港区芝大門1-1-30 芝ＮＢＦタワー4F
意識 シ保 作成 コン

所長　家田　善弘 0587-96-6502

作成
003541

㈱ネスク 076-290-2222
石川県金沢市南町2-1

管機 シ設 シ保 デ処 コ保 企映 企広 企企

代表取締役　柴崎　利雄

003596
㈱ノガミ　関東支店 0476-24-3218

千葉県成田市並木町554
調埋

代表取締役社長　河波　一則 076-260-3445

支店長　桐谷　優 0476-24-3219
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

002660
ノダック㈱　中部事業所 0584-89-0320

岐阜県大垣市新田町4-30
貯掃 他掃 管施 調漏

企運 作成 計画企物 企看 企映 企広 企企
002915

㈱乃村工藝社 03-5962-1171

所長　金岩　紀彦 0584-89-0350

004442
野村興産㈱ 03-5695-2530

東京都中央区日本橋堀留町2-1-3
廃般

代表取締役社長　藤原　悌 03-5695-2540

003914
ノムラテクノ㈱ 03-6426-0198

東京都港区台場2-3-1
企物 企看 企映 他

東京都港区台場2-3-4
建コ

代表取締役社長　榎本　修次 03-3570-2397

シ保 デ処 コ保 情他
企看 企広 作成 計画 企他 写製 運行 他002567

ＨＡＲＶＥＹ㈱ 052-744-1760
名古屋市千種区青柳町5-6

測量 土コ 他警 電通 管機 意識 調他 シ設

代表取締役　髙橋  元彦 03-6426-0199

004455
㈱ＨＡＲＰ 011-221-5800

札幌市中央区北一条西6-1-2
シ設 シ保 デ処 コ保

代表取締役　平林　貴 052-744-1758

002645
八光海運㈱ 0721-93-2222

大阪府南河内郡河南町大字一須賀453-1
他掃 廃般

代表取締役　駒崎　征明 011-212-7082

002940
パナソニックＥＳエンジニアリング㈱　中部支店 052-563-1161

名古屋市中村区名駅南2-7-55
管消 電通 管電

代表取締役　足立　敏己 0721-93-5610

003677
パナソニック産機システムズ㈱　中部支店 052-209-6460

名古屋市中区丸の内1-17-19
管調

支店長　石田　近史 052-563-1162

002901
パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱　北陸社 076-216-8135

石川県金沢市米泉町7-43-1
管機 管他

支店長　檀上　公司 052-209-6474

004418
㈱林寺メディノール 076-222-6531

石川県金沢市笠舞本町2-26-7
管他

社長　鈴木　雅之 076-280-3619

004445
㈱針生承一建築研究所 022-263-3580

仙台市青葉区上杉1-10-25-501
建コ

代表取締役　林寺　紘 076-222-2922

003901
㈱阪神マテリアル 06-6681-1900

大阪市住之江区北加賀屋3-2-18
他

代表取締役　針生　承一 022-263-8221

004230
㈱ビー・エイチ・シー 022-773-6860

仙台市泉区泉中央2-11-9
シ設 シ保 デ処 計画 コン 他

代表取締役　中道  史和 06-6681-1159

004382
㈱ビーコンラーニングサービス 03-6231-1670

東京都中央区日本橋茅場町2-2-1
コン

代表取締役　池淵　幸治 022-773-6861

代表取締役　平澤　公康 03-6231-1677
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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

＜県外＞
平成30年7月1日現在

003311
ビーム計画設計㈱  金沢事務所 076-282-9963

石川県金沢市無量寺1-36
土コ 調他 他

他シ設 シ保 デ処 コ保 情他
004469

㈱ＰＵＣ 03-3343-4560

所長　田中　昌幸 076-282-9984

シ設 シ保 コ保
003809

㈱日立システムズ　中部支社 052-203-1141
名古屋市中区栄1-24-15

管機

支社長　河田　淳一 052-203-1156

001644
㈱日立ビルシステム　北陸支社 076-231-0813

石川県金沢市西念1-1-3
管調 管エ

東京都新宿区西新宿6-5-1
管機

代表取締役　小山　隆 03-3343-4607

002454
㈱福井環境分析センター 0778-21-0075

福井県越前市北府2-1-5
調ダ 調検 調騒 調ア

支社長　鈴木　功真 076-222-2369

004465
㈱フクシ・エンタープライズ 03-3681-0294

東京都江東区大島1-9-8
他警 他

代表取締役社長　山口　秀尚 0778-24-0968

004459
㈱福島製作所　東京営業所 03-5767-6540

東京都大田区大森北1-5-1
他

代表取締役　福士　昌 03-3681-0299

004448
福泉㈱ 089-921-3132

愛媛県松山市雄郡1-1-32
シ設 シ保 デ処 コ保 情他

所長　宍戸　義大 03-5767-6550

003241
富士ゼロックスシステムサービス㈱　公共事業本部中部支店 052-684-5153

名古屋市中区栄1-12-17
シ設 デ処 他

代表取締役　福泉　秀人 089-932-3221

004045
富士ゼロックス北陸㈱ 076-260-0900

石川県金沢市中橋町11-18
管機 シ設 シ保 デ処 コ保

支店長　佐藤　真人 052-222-9851

002914
㈱富士通ゼネラル　中部情報通信ネットワーク営業部 052-775-2361

名古屋市名東区猪高台1-1315
電通

営業統括部長　安達　美晴 076-260-0901

003903
㈱富士通総研 03-5401-8396

東京都港区海岸1-16-1
意識 調他 シ設 情他 企企 企運 計画 コン

部長　新田　洋司 052-776-9212

004050
フジテコム㈱　信越営業所 026-232-3521

長野県長野市柳町2056
調漏

代表取締役　本庄  香川　進吾 03-5401-8439

003016
フジテック㈱　首都圏統括本部北信越支店 025-283-6166

新潟市中央区出来島1-5-55
管エ

所長　村瀬　達哉 026-232-2197

003342
プライムテック㈱ 025-284-4021

新潟市中央区鳥屋野453-34
意識 計画

支店長　玉岡　慎也 025-283-6168

代表取締役　片野　勉 025-283-6892
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003085
㈱プラネット・コンサルタント 076-268-1206

石川県金沢市赤土町ト95-1
測量 土コ 地質 補コ

他
004452

㈱ベネフィットワン・ヘルスケア 03-6870-2700

代表取締役  穴太　政洋 076-268-1207

人材 他
004458

㈱ボーダーリンク 048-631-0230さいたま市大宮区下町2-16-1 ＡＣＲＯＳＳ
8F

翻訳

代表取締役　安井　康真 048-642-8620

004282
㈱ホープ 092-716-1404

福岡市中央区薬院1-14-5 ＭＧ薬院ビル
企広 企他

東京都千代田区大手町2-6-2
福祉

代表取締役　鈴木　雅子 03-6870-2701

001673
㈱北陸環境科学研究所　金沢営業所 076-246-8778

石川県野々市市御経塚1-55
調ダ 調検 調騒 調ア 調他

代表取締役　時津　孝康 092-716-1467

001679
㈱北陸共立 076-268-8680

石川県金沢市専光寺町ヲ167
企企 他

所長　北川　泰男 076-246-8775

003647
(一財)北陸保健衛生研究所 076-224-2122

石川県金沢市太陽が丘3-1-2
調検 調他

代表取締役社長　堂下　武一 076-268-7388

003020
北海道地図㈱　東京支店 03-5216-4833

東京都千代田区平河町2-6-1
測量 シ設 デ処 企看 作成 写製 計画

理事長　北元　洋太 076-224-2132

004464
㈱マイシステム 025-240-8700

新潟市中央区笹口2-12-10
シ設 シ保 デ処 コ保 他

支店長　周藤　利通 03-5216-4830

001706
㈱前川建築設計事務所 03-3351-7101

東京都新宿区四谷本塩町4-5
建コ

代表取締役　伊田　博 025-240-8710

003940
柾木工業㈱　東京支店 06-6464-2300東京都千代田区内幸町1-3-3 内幸町ダイビ

ル803

管施 管他

代表取締役　橋本　功 03-3351-3764

003239
㈱まちづくり研究所 03-5423-3470

東京都渋谷区恵比寿1-13-6
建コ 土コ

支店長　山崎　慶祐 06-6464-2302

002707
丸茂電機㈱　名古屋営業所 052-951-7425名古屋市東区武平町5-1 名古屋栄ビルディ

ング

管電

代表取締役　野口　哲夫 03-5423-3479

004449
㈱三上建築事務所 029-224-0606

茨城県水戸市大町3-4-36
建コ

所長　田中　徹 052-951-0790

003160
三谷コンピュータ㈱ 0776-67-8005

福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-13
シ設 シ保 デ処 コ保

代表取締役　益子　一彦 029-226-3778

代表取締役社長　齊藤　健一 0776-67-8024
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004347
㈱三菱総合研究所 03-6705-6003

東京都千代田区永田町2-10-3
土コ

管電
003538

三菱電機システムサービス㈱　北陸支店 076-252-9500

代表取締役社長　森崎　孝 03-5157-2163

004441
㈱ムラヤマ 03-6221-0808

東京都江東区豊洲3-2-24
建コ

代表取締役　日下部　肇 03-6221-1902

003101
㈱明光 073-492-1426

和歌山県海南市下津町下津3080-1
廃般 他

石川県金沢市小坂町北255
電通

支店長　十左近　友美 076-251-4430

004444
㈱明電エンジニアリング　北陸営業所 076-261-0505

石川県金沢市広岡1-3-34
管電

代表取締役　綛田　さよ志 073-492-4659

コン 他
004401

㈱名豊 052-322-0071
名古屋市中区松原中区松原2-2-33

意識 シ設 シ保 デ処 企企 企運 作成 計画

所長　岡本　等 076-261-0515

003846
名北ワード㈱ 058-370-1112

岐阜県各務原市鵜沼羽場町5-176
シ保 翻訳

代表取締役　中野　宏昭 052-322-0130

004297
㈱メディカルケア　金沢営業所 076-255-0320

石川県金沢市問屋町1-108
情他

代表取締役　星川　俊輔 058-384-6650

003904
㈱メフォス 03-6234-7600

東京都港区赤坂2-23-1
学給

所長　石田　貴章 076-255-0621

002738
森造形センター㈱ 0761-47-4353

石川県小松市河田町ル43
管他

代表取締役　西村　博夫 03-6234-7609

003545
㈱モリタテクノス　中部営業部 052-721-5338

名古屋市東区矢田南1-2-8
管消 車整

代表取締役　玉置　隆紀 0761-47-4405

001739
八千代エンジニヤリング㈱　北陸支店 025-243-5454

新潟市中央区万代1-1-1
測量 建コ 土コ 地質 補コ

部長　髙山　和久 052-721-5356

001742
㈱山下設計 03-3249-1555

東京都中央区日本橋小網町6-1
建コ 土コ

支店長　光永  修 025-243-5883

002848
㈱大和速記情報センター　名古屋営業所 052-588-0661

名古屋市中村区名駅3-21-4
シ設 シ保 デ処 情他 翻訳 他

代表取締役社長　藤田　秀夫 03-3249-1509

002696
ヤマハサウンドシステム㈱  名古屋営業所 052-201-4922

名古屋市中区錦1-18-28
管他

所長　鈴木　貴博 052-588-0662

所長　川島　洋次郎 052-201-5650
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003360
㈱ヤマモト 0544-58-1780

静岡県富士宮市山宮2344
他

003063
ヤンマーエネルギーシステム㈱　金沢支店 076-240-0715

代表取締役　山本　文洋 0544-58-1781

建コ 土コ 地質 補コ
002630

㈱ユニオン 058-253-3111
岐阜県岐阜市西河渡2-57

測量

代表取締役　村橋　塁 058-253-3644

004416
㈱ユニバァサル設計　金沢事務所 076-256-5080

石川県金沢市上堤町1-12
建コ

石川県金沢市神野町東70
管電

支店長　長田　康治 076-240-0714

001753
㈱横河建築設計事務所 03-3492-7441

東京都品川区上大崎2-25-2
建コ

取締役副社長執行役員　山崎　正博 076-256-5084

003720
㈱吉田建設　見附支店 0258-66-3003

新潟県見附市柳橋町266-21
測量 調埋 調他

代表取締役社長　鈴木　良典 03-3490-9545

001755
㈱吉田生物研究所 075-581-0835

京都市山科区厨子奥苗代元町31
他

取締役支店長　吉田　淳志 0258-66-7329

001760
ランドブレイン㈱ 03-3263-3811

東京都千代田区平河町1-2-10
測量 建コ 土コ

代表取締役　吉田　秀男 075-581-1809

002852
㈱リクチ漏水調査 03-3954-9225

東京都新宿区中落合3-21-2
調漏

代表取締役　吉武　祐一 03-3264-8672

001761
㈱利水社 076-238-9100

石川県金沢市東蚊爪町1-19-4
測量 土コ 補コ

代表取締役　天野　知光 03-3954-9158

001762
緑水工業㈱ 0258-24-0800

新潟県長岡市高見町3063-1
水掃 管消 管調 管施 調漏 廃産

代表取締役　市山　勉 076-238-0943

代表取締役　家老　俊一 0258-24-1377
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