有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
026-295-0919

業者名
株式会社アースワーク
代表取締役
株式会社アール・アイ・エー

永井

秀明 026-295-0933

金沢支社

076-221-0369

支社長

浅井

健治 076-262-3683

株式会社ＩＮＡ新建築研究所

03-5802-3221

代表取締役社長
愛知時計電機株式会社

加藤

076-252-1942

瀬戸

名古屋支店
支店長

株式会社アイネス

朋行 03-5802-3220

金沢営業所
所長

アイテック株式会社

長谷川

邦彦 076-251-4431

03-6864-9545

熊谷

一毅 03-6220-8873

株式会社アクアテック

0584-84-4641

代表取締役

長尾

彰 0584-84-4640

株式会社アコード

06-6445-0557

代表取締役
浅野アタカ株式会社

福留

純子 06-6445-0693

中部支店

052-203-1527

支店長

堀

和広 052-203-1528

アシスト株式会社

052-908-0020

代表取締役

西村

竹松 052-908-0030

株式会社アジル

076-234-0066

代表取締役
株式会社梓設計

正樹 076-234-6611

中部支社

052-253-8822

常務執行役員支社長
アズビル株式会社

鳥越
中山

明宗 052-253-8995

ビルシステムカンパニー北陸支店
支店長

味田

株式会社アルカディア

076-222-2814

賢一 076-264-8312
050-5830-0750

代表取締役

天白

アルスコンサルタンツ株式会社

成一 072-724-0455
076-248-4004

代表取締役

瀧上

住所

彰 076-248-4174

主として請け負う業務等
貯掃 他掃 調他

長野県長野市大字柳原2361-12
建コ 土コ
石川県金沢市南町5-14
建コ 土コ
東京都文京区白山3-1-8
管他
石川県金沢市神宮寺1-5-10

052-856-0038 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセント
正明 052-856-0039 タワー6F

東日本営業部
部長

令和4年8月1日現在

＜県外＞

管施
管機 シ設 シ保 デ処 コ保 情他

東京都中央区晴海3-10-1
貯掃 他掃 管施 管配 管他 調他 他
岐阜県安八郡神戸町神戸1741-2
測量 土コ 調埋 企物 企運 写製 人材
大阪市西区京町堀1-10-14
管施
名古屋市中区錦1-7-34
意識 シ設 シ保 デ処 計画 福祉 他
名古屋市緑区滝ノ水5-1310
測量 土コ
石川県金沢市駅西新町1-29-9
建コ 土コ
名古屋市中区錦3-15-15 CVT錦ビル
管調 管電 管施 シ保
石川県金沢市上堤町3-21
シ設 シ保 デ処 コ保 情他
大阪府箕面市箕面6-3-1
測量 建コ 土コ 地質
石川県金沢市古府2-76
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有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
03-3773-2021

業者名
ＡＬＳＯＫあんしんケアサポート株式会社
代表取締役

尻無濱

秀治 03-3773-7912

株式会社アルプ

076-237-4230

代表取締役

古賀

美純 076-237-8027

株式会社あんしんサポート

092-843-1881

代表取締役
株式会社Ｅ．Ｓ

ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ

古賀
元山

北陸支店
小泉

株式会社石川コンピュータ・センター
代表取締役社長
オフィス代表
株式会社インソース

山浦

所長

奥井
亀崎

関東北
代表取締役

岡元

株式会社ヴァイオス
代表取締役

吉村

代表取締役

草開

株式会社ウェザーニューズ
株式会社ウォーターテック

名古屋営業所
担当部長

青木

有限会社ウッドサークル
代表取締役
株式会社エイト日本技術開発

伯之 076-268-7492
052-263-1821

京都事業所

株式会社インタラック

薫 076-260-8040
076-268-8312

名古屋オフィス

中田

中部支社
支社長

大塚

取締役社長

小林

株式会社エーシーエ設計

住所

康史 052-264-1990

主として請け負う業務等
福祉 他

東京都大田区山王1-3-5
他
石川県金沢市近岡町309
福祉 他
福岡市城南区飯倉1-6-25

082-244-8328 広島市中区大手町3-2-19
一 082-246-7641 ビル２F
076-260-8150

支店長

株式会社石本建築事務所

功一 092-845-8322

ＧＲＯＵＰ

代表取締役
石垣メンテナンス株式会社

令和4年8月1日現在

＜県外＞

パーソンライフ

調他 コン 他
管施

石川県金沢市広岡1-1-10
シ設 シ保 デ処 コ保
石川県金沢市無量寺町ハ6-1
建コ 土コ
名古屋市中区栄4-3-26 昭和ビル

075-741-8770 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町558 調他
智里 075-741-8780 三洋室町ビル４F
情他
043-244-7555
千葉市中央区新町1-17
正久 042-203-8821
廃般
073-452-9356
和歌山県和歌山市西庄295-9
英樹 073-451-3056
他
043-274-5590
千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデン
千仁 043-296-3763
管施
052-955-8612
名古屋市中区錦3-7-9
一就 052-955-8613
建コ
03-3667-7617
東京都中央区日本橋人形町2-16-2-4F
英史 03-3667-7618
測量
052-855-2261
名古屋市中区錦1-11-20
正治 052-855-2250
建コ
026-296-8300
長野県長野市柳原2360-4
宣範 026-296-8340
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情他 企映 企企 他
人材 他
廃産 廃他

土コ
建コ 土コ 地質 補コ

有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
0263-28-2366

業者名
株式会社エー・トゥー・ゼット
代表取締役

遠藤

美千子 0263-28-2203

株式会社エクス

058-227-3410

代表取締役

渡辺

勉 058-227-3409

エコサービス株式会社

048-587-2681

代表取締役
代表取締役

松本

076-259-6632

遠藤

猛 076-259-6672

北陸支店

076-223-4326

堀内

英夫 076-223-4327

営業統括本部

本部長
エヌエス環境株式会社

誠 03-6279-0978

北陸支店

支店長

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

鈴木

076-240-3943

支店長

太田

均 076-240-3963

ＮＤネットサービス有限会社
ＮＴＴタウンページ株式会社

03-5534-2625

真人 03-5534-2559

北陸支店

072-229-5252

代表取締役

鈴木

宏隆 072-229-7171

ソリューション営業部

取締役ソリューション営業部長

井上

03-6275-6930

登晃 03-6961-9642

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

03-5546-8202

代表取締役社長

本間

エヌ・ティ・ティ・データ･カスタマサービス株式会社

支社長

洋 03-5546-2005

北陸支社 076-224-5100

庄田

照章 076-224-1510

株式会社ＮＴＴマーケティングアクトＰｒｏＣＸ
取締役ＣＸソリューション部長

今倉

株式会社エフエスユニマネジメント
代表取締役

シ設
岐阜県羽島市舟橋町本町5-32
管測 管施 管他
埼玉県深谷市高島568-1

仲村

専務取締役

支店長

長野県松本市高宮中1-35

045-941-5725 横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33 サウスコア
樹正 045-941-5726 205
03-6279-0939

06-6948-5242

健一
03-5442-7661

菊地

秀二 03-5442-7662

主として請け負う業務等
人材

伸正 048-587-4837

株式会社エスアールエル

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社

住所

青木

株式会社エコシティサービス

エス・イー・シ−エレベーター株式会社

令和4年8月1日現在

＜県外＞

人材 他
他

東京都新宿区西新宿2-1-1
管エ
石川県金沢市横川7-35-1 ルミエール横川6F
情他
石川県金沢市彦三町1-2-1
管機 シ設 シ保 デ処 コ保 情他
東京都江東区新木場1-18-7
建コ 土コ 地質 調ダ 調検 調騒 調ア
石川県金沢市新保本4-4
貯掃 他掃
堺市堺区神南辺町二丁90-5
意識 調他 デ処 情他 企広 作成 翻訳 コン 他
東京都中野区中央3-24-9
シ設 シ保 デ処 コ保 他
東京都江東区豊洲3-3-3
電通 管機 シ設 シ保 デ処 コ保
石川県金沢市西念3-5-1
デ処 他
大阪市都島区東野田町4-15-82
他
東京都港区芝浦3-4-1
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有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
03-5781-7808

業者名
エム・シー・ヘルスケア株式会社
代表取締役

三池

株式会社エムテｨーアイ
前多

株式会社ＬＳＩメディエンス
渡部

株式会社遠藤克彦建築研究所
代表取締役

遠藤

克彦 03-6435-8141
03-5931-5802

支店長

皆木

株式会社オープンループパートナーズ

信介 03-5931-5861
03-5368-3187

代表取締役

駒井

北陸支店

滋 03-5368-3188
076-222-3500

支店長

小鹿野

落合公認会計士事務所

敦 076-232-3016
03-3593-4111

代表

落合

小柳建設株式会社

幸隆 03-3593-4112
0256-32-0006

代表取締役
代表取締役

小池

好子 03-3267-8199
0258-36-3413

田邊

株式会社加速器分析研究所

拡子 0258-36-2689
044-934-0020

松井

株式会社価値総合研究所

隆幸 044-931-5812
03-5205-7900

代表取締役社長

桐山

株式会社金沢計画研究所
代表取締役

シ設 シ保 デ処 コ保 情他
東京都新宿区西新宿3-20-2
他
東京都千代田区内神田1-13-4
建コ
東京都港区浜松町1-9-11大鵬ビル4F
測量 建コ 土コ 地質 補コ
東京都千代田区神田錦町3-7-1
デ処 人材 他
東京都新宿区新宿4-3-17
電通 管機 シ設 シ保 デ処 コ保
石川県金沢市南町2-1
他
東京都港区新橋2-15-17 タマキビル8F
調埋
新潟県三条市東三条1-21-5

深谷

新潟支社

代表取締役

東京都港区港南2-16-1

075-841-7550 京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町
健司 075-841-7666 99
03-3267-6051

支社長

主として請け負う業務等
管他 他

卓蔵 0256-34-7601

株式会社会議録研究所
代表取締役

住所

小柳

オリックス・ファシリティーズ株式会社

株式会社会議録センター

晴夫 03-5577-0651
03-6435-9171

東京支店

沖電気工業株式会社

俊宏 03-5333-6791
03-5577-0601

代表取締役

株式会社オオバ

正泰 03-5781-7809
03-5333-6789

代表取締役

令和4年8月1日現在

＜県外＞

水野

毅 03-5205-7922

建掃 貯掃 害虫 管消 管調 管電
シ設 シ保 デ処 作成 翻訳 他

東京都新宿区市谷砂土原町1-2-34
シ保 デ処 企広 翻訳 コン 他
新潟県長岡市福住2-2-5

サンダイヤビル3F
調他

川崎市多摩区登戸新町129-1
土コ 意識 計画
東京都千代田区大手町1-9-2

076-244-9222 石川県金沢市西泉1-66-1
孝子 076-244-9219 ント６Ｆ
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スプリングポイ

建コ

有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
0776-56-2310

業者名
上屋敷工業株式会社
代表取締役
川崎地質株式会社

上屋敷

北陸支店

川重冷熱工業株式会社

橿淵

金沢支店

株式会社カンエイメンテナンス

今泉

新潟営業所
所長

磯

照男 025-278-3176
076-244-3132

代表取締役

高山

株式会社環境技術研究所

盛司 076-244-6235
06-6532-2837

代表取締役

篠田

株式会社環境公害研究センター

公平 06-6532-9025
076-268-5330

代表取締役社長

中田

株式会社環境施設コンサルタント

憲幸 076-268-9626
03-5577-3120

代表取締役

南雲

環境設計株式会社

克彦 03-5577-3121
06-6261-2144

代表取締役

中野

北陸検査センター

晋 06-6261-2146
076-255-3956

センター長

平塚

岐阜営業所

一弘 076-255-3957
058-275-4251

所長

久保

株式会社管総研

康成 058-275-4252
06-6470-6300

代表取締役社長

川久保

株式会社技研サービス

知一 06-4960-4560
058-271-3141

代表取締役
株式会社ぎじろくセンター

福井県福井市石盛町20-408
測量 土コ 地質
新潟市中央区柴竹山5-7-5
管調
石川県野々市市御経塚2-307
管施
新潟市中央区天神1-1 プラーカ３ 2F
廃産 廃他
石川県金沢市大桑町上猫下4-7
建コ 土コ
大阪市西区阿波座1-3-15
調ダ 調検 調騒 調ア 調他
石川県金沢市金石相生町1-17
土コ
東京都千代田区神田神保町1-44-2
建コ 土コ
大阪市中央区久太郎町1-4-2
調ダ 調検 調騒 調ア 調他
石川県金沢市藤江南1-7-1
外掃 水掃 貯掃 調漏 調他
岐阜市城東通3-17-2
土コ シ設 シ保 デ処
兵庫県尼崎市浜1-1-1
岐阜県岐阜市宇佐南3-6-20

濱野

03-6264-8781 東京都中央区日本橋小舟町9-3 日本橋相互
尚子 03-6264-8782 ビル505
076-274-1726

堀井

豊 076-274-1879

主として請け負う業務等
管他

泰之 058-271-4326

北陸事務所
所長

住所

棚橋

東京営業所

取締役兼東京営業所長
キタイ設計株式会社

宏史 076-269-2871
025-278-3196

環境開発株式会社

管清工業株式会社

俊樹 025-241-6226
076-269-2841

支店長

環境未来株式会社

芳輝 0776-56-0917
025-241-6294

支店長

令和4年8月1日現在

＜県外＞

建掃 貯掃 害虫 人警 他警 管消 管調 管電 企看 企企 企運 学給
人材 他
シ設 シ保 デ処 コ保 情他 他
測量 建コ 土コ 地質 補コ

石川県白山市村井町33-1
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有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
018-834-1811

業者名
北日本コンピューターサービス株式会社
代表取締役

江畑

株式会社北日本ジオグラフィ

代表取締役

西尾
福吉

大阪事務所
八田

東海支社

利幸 06-6354-3963
052-231-0331

原川

共同設計株式会社

善郎 052-231-0341
06-6364-5836

代表取締役

飯田

名古屋支店
支店長

株式会社協和コンサルタンツ

小金丸

中部営業所

極東サービス株式会社

葛谷

大阪営業所

禎彦 052-249-3220

桑村

北陸支店

貴裕 06-6489-2826
076-254-5838

支店長
クボタ環境エンジニアリング株式会社

日比野

大阪支社

支社長

加藤

北陸営業所

倫行 076-254-5839
06-6470-5921

佳行 06-6470-5928
076-266-1981

所長

中田

株式会社久米設計

和幸 076-266-1977
03-5632-7801

代表取締役社長

藤沢

進 03-5632-7821

新宿アイランド

他掃 管他 企他 他
運送 運行 人材 他

横浜市港北区大豆戸町358-7
他
東京都品川区西五反田1-3-8
建コ
大阪市北区東天満1-6-6
意識 シ設 シ保 企映 企企 企運 計画 他
名古屋市中区錦3-10-33
建コ 土コ
大阪市北区西天満5-10-14

052-732-2800 名古屋市千種区今池南29-16
武己 052-732-2801 ３F

06-6489-2828

所長
キングラン中部株式会社

精三 06-6365-6171

052-249-3213

所長

クマリフト株式会社

潤 03-6420-3394
06-6354-3960

支社長

共和化工株式会社

航希 045-432-3343
03-6420-3390

常務取締役所長
株式会社ぎょうせい

測量 土コ 補コ
石川県金沢市浅野本町2-2-5

川村

株式会社キャンサースキャン
代表取締役

秋田県秋田市南通築地15-32

03-5908-2389 東京都新宿区西新宿6-5-1
卓也 03-5908-1081 タワー９Ｆ
045-432-3344

主として請け負う業務等
シ設 シ保 コ保

秀和 076-251-6610

ギャラクシーコーポレーション株式会社
代表取締役

住所

磯野

株式会社木下抗菌サービス

株式会社教育施設研究所

佳明 018-834-1815
076-252-3211

代表取締役

令和4年8月1日現在

＜県外＞

川島第5ビル

管施 廃他
測量 建コ 土コ 地質

名古屋市中区栄5-28-12
管他
兵庫県尼崎市東難波町5-9-1
クリ
石川県金沢市河原市町50
管施
兵庫県尼崎市浜1-1-1
管エ
石川県金沢市畝田中3-556
建コ 土コ
東京都江東区潮見2-1-22
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有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
03-6807-7710

業者名
株式会社グリーンエコ

東京事務所
所長

株式会社クリタス

中井

裕典 03-6807-7720

東海支店

052-853-2667

支店長

影山

株式会社ＫＲＣ
宮入

賢一郎 026-254-7301

ＫＳＳ株式会社

042-560-2042

代表取締役
一般財団法人経済調査会

深澤

北陸支部金沢事務所
所長

ＫＤＤＩ株式会社

坂井

パートナービジネス開発部
部長

重幸 042-560-2273
076-222-2200

山本

株式会社建設環境研究所

弘 076-233-3189
03-6678-1725

隆広 03-6678-0252
03-3988-1818

代表取締役社長
一般財団法人建設物価調査会

浦川

北陸支部
支部長

雅太 03-3988-2158
025-243-2891

佐藤

株式会社元創

良久 025-243-2290
03-6911-3777

代表取締役

石住

株式会社現代けんこう出版

秀樹 03-6911-3779
03-3846-1088

代表取締役

中野

税理士法人合同経営会計事務所

茂季 03-3846-1189
0776-57-2370

代表社員

熊木

神戸綜合速記株式会社

克英 0776-57-2380
078-321-2522

代表取締役
株式会社興和

剛 052-853-4195
026-285-7670

代表取締役社長

藤岡

北陸支店

亮介 078-321-2559
076-291-6231

支店長

佐藤

有限会社コエル

秀樹 076-291-6233
0269-63-3500

代表取締役

荒木

株式会社国際開発コンサルタンツ
代表取締役

令和4年8月1日現在

＜県外＞

泰蔵 0269-62-1521
03-5291-1511

石栗

敏和 03-5291-1522

住所

主として請け負う業務等
意識 調他 デ処 計画

東京都北区田端新町3-14-4 NOZAKIビル201
管施 管他
名古屋市昭和区阿由知通4-13
測量 建コ 土コ
長野県長野市稲里町中央3-33-23
管他
東京都武蔵村山市伊奈平1-70-2
土コ
石川県金沢市南町4-60
他
東京都千代田区飯田橋3-10-10
東京都豊島区東池袋2-23-2

測量 建コ 土コ 地質 調ダ 調検 調騒 調ア 意識 調他 シ設 シ保
デ処
建コ 土コ

新潟市中央区東万代町1-30
管他 人材 他
東京都杉並区高円寺南3-24-31
企企 企運 他
東京都墨田区両国1-12-8
他
福井県福井市西開発1-2503-1
シ設 シ保 他
神戸市中央区北長狭通4-3-8
土コ 地質
石川県金沢市進和町47
廃産
長野県飯山市大字吉97
測量 建コ 土コ
東京都新宿区新宿6-27-56
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有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
076-242-5110

業者名
国際警備保障株式会社
代表取締役

宮本

国土情報開発株式会社
羽田

五大開発株式会社
石川

名古屋支店北陸営業所

智英 076-240-6575
076-291-6601

所長
株式会社サーベイリサーチセンター

前田

名古屋事務所
所長

水口

株式会社サイネックス

健 076-291-7893
052-561-1251

行雄 052-561-1254
06-6766-3363

代表取締役社長
佐川急便株式会社

寛 03-5481-3030
076-240-6588

代表取締役社長
金剛株式会社

克喜 076-242-5237
03-5481-3000

代表取締役社長

村田

北陸支店

吉優 06-6766-3349
076-257-1110

支店長

荻野

株式会社佐藤総合計画

崇 076-257-3481
03-5611-7201

代表取締役

細田

株式会社三輝

雅春 03-5611-7226
06-6881-3000

代表取締役
株式会社サンケン・エンジニアリング

中道

大阪支店

支店長

中沢

三晃工業株式会社

高司 06-6881-3001
06-6338-8052

秀記 06-6338-8053
06-6555-7052

代表取締役
サンコーコンサルタント株式会社

山梶

北陸支店
支店長

章 06-6555-7080
025-260-3141

小幡

三精工事サービス株式会社

季也 025-268-4950
06-6356-0374

代表取締役

畑中

三精テクノロジーズ株式会社

祐介 06-6356-0427
06-6393-5661

代表取締役

良知

有限会社サンテック

昇 06-6393-5704
0544-58-0606

取締役

令和4年8月1日現在

＜県外＞

佐野

宏二 0544-58-0606

住所

主として請け負う業務等
人警 機警

石川県金沢市泉が丘1-19-8
測量
東京都世田谷区池尻2-7-3
測量 土コ 地質 シ設 シ保 デ処 コ保 情他
石川県金沢市黒田1-35
害虫 管他 調他 シ設 他
石川県金沢市入江2-26
土コ 意識 デ処 計画
名古屋市中村区名駅南1-12-9
シ設 シ保 デ処 コ保 企広 作成 企他 運送 他
大阪市天王寺区上本町5-3-15
運送
石川県金沢市木越町ト80
建コ 土コ
東京都墨田区横網2-10-12
他
大阪市北区同心1-10-12
管他
大阪府吹田市芳野町2-8
管他
大阪市大正区鶴町2-15-26
測量 建コ 土コ 地質 補コ
新潟市西区寺尾上4-4-15
管エ 管他
大阪市北区池田町1-43

三精ビル
管エ 管他

大阪市淀川区宮原4-3-29
他
静岡県富士宮市大中里1274-6
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有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
0532-21-2573

業者名
株式会社三豊
代表取締役

井上

株式会社サンリーク

智秋 0532-21-2617
06-6395-6801

代表取締役
ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社

小東

北陸支店
支店長

水上

株式会社ジーエスエフ

雅彦 06-6397-3821
076-293-3030

信通 076-293-3039
03-6276-3875

代表取締役

善田

高志 03-3370-9277

住所

主として請け負う業務等
他

愛知県豊橋市西山町字西山328
調漏
大阪市淀川区宮原1-19-23
管他
石川県金沢市新保本3-71
学給
東京都新宿区西新宿3-20-2

06-6210-6666 大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北 シ設
支店長 古川 輝雄 06-6210-6667 ビル13F
他
株式会社シーユーシー
03-5835-5180
東京都中央区東日本橋1-1-7
代表取締役 濱口 慶太 03-5835-5181
測量
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 北陸支店 076-223-0291
石川県金沢市広岡1-1-18
支店長 垣内 辰雄 076-223-6266
他
株式会社ジェイアクア
03-5817-4445
東京都渋谷区神南1-5-14
代表取締役 朝倉 和夫 03-5817-4446
管施
ＪＦＥテクノス株式会社
045-505-7370
横浜市鶴見区末広町2-1
代表取締役 能登 隆 045-505-7983
他警
株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン コーポレートソリューション部 03-5657-0600
東京都港区芝3-23-1
部長 島村 直樹 03-5657-0631
情他
株式会社ＪＥＣＣ
03-3216-3962
東京都千代田区丸の内3-4-1
専務取締役 依田 茂 03-3216-3133
計画
株式会社システム環境研究所 東京事務所
03-5542-5005
東京都中央区八丁堀2-26-9
所長 山本 速生 03-5542-5006
シ設
株式会社システムディ
075-256-7777
京都市中京区烏丸通三条上る場之町603
代表取締役 藤田 雅己 075-255-1054
シ設
株式会社ジチタイアド
092-716-1401
福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル
代表取締役 時津 孝康 092-716-1467
管機
株式会社シナジー
098-988-0184
沖縄県宜野湾市大山7-10-14 3F
代表取締役 下地 勝也 098-988-0374

株式会社Ｇ−Ｐｌａｃｅ

令和4年8月1日現在

＜県外＞

大阪支店
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シ保 他

建コ 土コ 地質 補コ

管他
意識 シ設 シ保 企広 企企 企運 作成 計画 企他 コン 他

コン 他
シ保 デ処 コ保
シ保 情他 企広 企企 企運 作成 意識 企他
シ設 シ保 コ保 作成

有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
072-949-2410

業者名
株式会社島田組
代表取締役社長

岩立

二郎 072-949-4429

シャープマーケティングジャパン株式会社
取締役

050-5444-7853

美甘

株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所
代表取締役

藤原

將雄 06-6794-9644

03-6276-7155

平井

允 03-6276-7154

株式会社ショセキ

076-233-1151

代表取締役
ジョンソンコントロールズ株式会社

濱中

豊和 076-278-7772

北陸営業所
所長

岸本

076-265-6595

一志 076-221-7941

有限会社白坂速記事務所

076-245-7800

代表取締役

白坂

智子 076-245-5900

株式会社新環境分析センター

025-284-6505

代表取締役

佐藤

078-261-7940

小武海

有限会社新成田総合社
平岡

名古屋支店

重昭 0476-22-5078
052-218-2088

支店長

山田

水道テクニカルサービス株式会社

哲由 052-218-2089
045-360-9220

代表取締役
水ｉｎｇＡＭ株式会社

陽 078-261-2166
0476-24-1887

代表取締役
株式会社水機テクノス

幹雄

大島

北陸営業所

健司 045-360-9221
076-240-2585

所長

佐藤

匡 076-269-3288

意識 情他 企映 企広 企企 企運 作成 計画 写製 コン 他
建コ 土コ

東京都渋谷区幡ケ谷3-20-1 トライビル
企看 企広 企企 作成
石川県金沢市香林坊1-2-24
管調
石川県金沢市広岡2-13-37 ＳＴ金沢ビル
デ処 翻訳
石川県金沢市窪7-263
調検 調騒 調ア 調他
新潟市江南区祖父興野268-1

丸山

神鋼環境メンテナンス株式会社
代表取締役

シ設 シ保 コ保
大阪府八尾市北亀井町3-1-72

092-475-6311 福岡市博多区博多駅前2-19-24 大博セン
秀明 092-475-6355 タービル
078-241-7512

取締役社長

大阪府八尾市弓削町南3-20-2

直樹 025-284-4455

株式会社神鋼環境ソリューション

主として請け負う業務等
調埋

田海

株式会社シンク
取締役社長

住所

075-924-2603 京都市右京区西京極西池田町9-5 西京極駅
壮督 075-924-2803 前ビル6F

株式会社住宅・都市問題研究所
代表取締役

令和4年8月1日現在

＜県外＞

シ設 シ保 コン 他
他

神戸市中央区脇浜町1-4-78
他
神戸市中央区磯上通2-2-21
他
千葉県成田市御所の内18-4
管施
名古屋市中区栄2-2-17
他
横浜市旭区二俣川1-45-45 大髙ビル3F
管施
石川県金沢市松島2-57
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有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
0263-36-9180

業者名
特定非営利活動法人ＳＣＯＰ
理事長

鷲見

真一 0263-36-9185

株式会社スター

0595-83-5900

代表取締役

星合

恒伸 0595-83-5901

株式会社スタジオ三十三

075-601-3103

代表取締役

井上

喜代志 075-622-3103

株式会社スポーツマックス

052-838-9998

代表取締役

兵藤

大二郎 052-838-9527

住所

主として請け負う業務等
意識 作成 計画 コン 他

長野県松本市中央2-3-17 知新堂ビル3FA
管施 管他 企物 人材 他
三重県亀山市関ケ丘521-117
調埋 企物 企看 企企 計画 企他 他
京都市伏見区竹田松林町11
他警 他
名古屋市緑区池上台2-37-1

06-6227-5563 大阪市中央区道修町3-6-1京阪新御堂筋ビル シ設
ＤｉｖＭａｎａｇｅｒ 大脇 正人 06-6227-5564 １４階
人警
セコムジャスティック北陸株式会社
076-222-3395
石川県金沢市北安江2-15-10
代表取締役社長 大蔵 良一 076-222-4575
人警
セコム北陸株式会社
076-222-2296
石川県金沢市香林坊2-4-30 香林坊ラモーダ
代表取締役社長 白井 晃仁 076-232-0962
測量
株式会社センク２１ 北陸事務所
076-243-0009
石川県金沢市法島町16-21
所長 小杉 雅行 076-243-0086
管配
セントラルメディカル株式会社
076-262-1111
石川県金沢市西念3-1-5
代表取締役 小泉 泰之 076-223-7255
測量
株式会社ゼンリン 中部支社
052-684-2771
名古屋市熱田区沢上2-1-32
支社長 飯田 章 052-684-2780
建コ
株式会社綜企画設計 北陸支店
076-207-1216
石川県金沢市広岡2-7-1
支店長 室谷 章二 076-207-1217
調検
株式会社総合保健センター
0574-63-7703
岐阜県可児市川合136-8
代表取締役 市原 壽 0574-63-7706
他
株式会社創和
03-5637-8888
東京都江戸川区篠崎町3-33-8
代表取締役 石住 義光 03-5637-8889
ＳｏｃｉｏＦｕｔｕｒｅ株式会社
03-5405-3100 東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア8 シ設
代表取締役社長執行役員 菅原 彰彦 03-5405-1297 Ｆ
電通
ソフトバンク株式会社
03-6889-2699
東京都港区海岸1-7-1
代表取締役 今井 康之 03-4288-2613

株式会社スマートバリュー

令和4年8月1日現在

＜県外＞

クラウドイノベーションＤｉｖｉｓｉｏｎ
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シ保 デ処 コ保 情他 作成

機警 管消
土コ

調騒 調ア 調他

シ保 情他
シ設 シ保 企広 他

有資格者一覧表

（委託）

業者名
株式会社ソラスト

北陸支社
支社長

村橋

ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社
代表取締役社長

平塚

第一環境株式会社
株式会社第一テクノ

徹 03-5209-8515
03-6277-7920

岡地

関西支店

雄一 03-6277-7924
06-6442-0300

支店長

西尾

第一法規株式会社

光平 06-6442-0303
03-3404-2251

代表取締役社長
株式会社大建設計

電話番号
住所
FAX番号
076-290-6184 石川県金沢市北安江1-3-24金沢フロントビ
優治 076-290-6187 ル4F
03-5209-8500

代表取締役社長

田中

東京事務所

英弥 03-3404-2269
03-5424-8602

取締役執行役員所長

中村

大洋コンサルタント株式会社

光邦 03-5424-8615
076-259-5933

取締役社長

浅村

大和産業株式会社

和好 076-259-5901
0952-30-5792

代表取締役

岩瀬

株式会社田中地質コンサルタント

豊美 0952-30-6695
0778-25-7000

代表取締役

田中

株式会社タニタヘルスリンク

謙次 0778-25-7001
03-5904-8008

代表取締役
玉野総合コンサルタント株式会社

土志田

北陸事務所
所長

敬祐 03-3868-8700
076-221-3375

武田

株式会社タムラ

成康 076-221-3376
03-3652-4000

代表取締役

田村

株式会社俵設計

良久 03-3652-4065
076-298-1126

代表取締役

俵

株式会社地域計画建築研究所
代表取締役

中塚

株式会社地域みらい

一由 076-298-0735

北原

良彦 0767-74-0857

主として請け負う業務等
シ保 デ処 人材 他
他

東京都千代田区神田淡路町1-2-3
管他 調漏 情他 他
東京都港区赤坂2-2-12
管電 管他
大阪市北区大淀中1-4-16
調他 シ設 シ保 企運
東京都港区南青山2-11-17
建コ 土コ
東京都品川区東五反田5-10-8
測量 土コ 地質
石川県金沢市御影町22-10
企企 企運 計画
佐賀県佐賀市高木瀬西1-5-19
測量 土コ 地質
福井県越前市国高2-324-7
他
東京都文京区後楽1-4-14
測量 建コ 土コ 地質 補コ
石川県金沢市駅西本町5-1-43
他
東京都江戸川区西一之江4-9-28
土コ
石川県金沢市高尾南3-37

075-221-5132 京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町
一 075-256-1764 82
0767-74-2121

代表取締役

令和4年8月1日現在

＜県外＞

建コ 土コ
測量 建コ 土コ 補コ

石川県鹿島郡中能登町良川へ部32
12 / 22

有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
025-283-0019

業者名
中越運送株式会社
代表取締役
中央コンサルタンツ株式会社

中山

中央復建コンサルタンツ株式会社

03-5337-2541

木津

中部支社
支社長

中外テクノス株式会社

北陸営業所
永曽
市川

名古屋支店
執行役員支店長

岩田

弘 052-231-3169
052-566-1290

公共事業部長

陀安

ＴＲＣーＡＤＥＡＣ株式会社

哲 052-566-1291
03-3943-7124

代表取締役

稲垣

ＴＳＰ太陽株式会社

実 03-3943-8312
03-3719-3721

代表取締役社長

能村

株式会社ＴＫＣ

祐己 03-3791-0953
028-648-2111

代表取締役社長

飯塚

株式会社デイリー・インフォメーション中部
代表取締役

新井

名古屋営業所
所長

清重

代表取締役

内海

株式会社データホライゾン
テクアノーツ株式会社

絢一 025-288-0273
050-3684-8001

産業公共事業本部

株式会社データベース

将人 076-221-2380
025-288-0271

所長

ＴＩＳ株式会社

憲二 052-202-1366
076-221-2312

北陸事務所

都築電気株式会社

淳弥 03-5337-2060
052-220-2920

坂本

所長
株式会社長大

元四郎 025-284-0590

東京支店

執行役員支店長

中部事業所
所長

株式会社テクノスジャパン

舟木

関西支店
支社長

令和4年8月1日現在

＜県外＞

三小田

真規 028-647-1215

住所

主として請け負う業務等
運送

新潟市中央区美咲町1-23-26
測量 建コ 土コ 地質 補コ
東京都新宿区西新宿8-17-1
測量 建コ 土コ 地質 補コ
名古屋市中区錦2-3-4
測量 建コ 土コ
石川県金沢市長田1-5-49
新潟市中央区新光町6-1

測量 建コ 土コ 地質 調ダ 調検 調騒 意識 シ設 シ保 デ処 コ保
企企 企運 計画 企他
電通 管機 シ保 デ処 コ保

名古屋市中区錦2-13-30
シ設 シ保
名古屋市西区牛島町6-1
シ保 デ処 情他
東京都文京区大塚3-1-1
企物 企看 企映 企広 企企 企運 計画
東京都目黒区東山1-17-16
シ設 シ保 デ処 コ保
栃木県宇都宮市鶴田町1758

052-219-7011 名古屋市中区錦１−２０−１２ 伏見ビル６ 企看 企映 企広 企企 企運 作成 計画
克洋 052-219-7041 階
管施
0561-62-2728
愛知県長久手市蟹原1901Ａ-702
正樹 0561-62-2728
デ処 計画 他
082-279-5550 広島市西区草津新町1-21-35 広島ミクシ
良夫 082-501-2276 ス・ビル
貯掃 他掃 管施 調漏
0584-89-0320
岐阜県大垣市新田町4-30
直純 0584-89-0350
調漏
06-4799-9308
大阪市北区梅田1-11-4-1100-11-10
和則 06-4799-9011
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有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
052-461-4002

業者名
株式会社テクノス電子企画
代表取締役

椛澤

嘉彦 052-461-4517

テクノ・マインド株式会社

022-742-3331

代表取締役社長
株式会社テスコム

株式会社電算システム

東亜道路工業株式会社

松浦

陽司 058-279-2443
058-664-8583

安井

太志 058-664-8584

北陸支店

0250-24-1600

支店長

梶岡

聡 0250-21-4260

東京インタープレイ株式会社

03-5825-4028

代表取締役

米田

英輝 03-5825-4037

東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社
代表取締役

小西

東京テクニカル・サービス株式会社
東芝エレベータ株式会社

吉池

北陸支店
八重澤

名古屋オフィス

南 03-5667-1084
正樹 076-262-3448
052-459-3621

常務執行役員代表

笹村

株式会社東洋食品

鉄也 052-459-3623
03-3836-1291

代表取締役

荻久保

株式会社東洋食品フードサービス

英男 03-3836-0601
03-3836-1285

代表取締役
東和コンサルタント株式会社

康弘 03-6452-8392

076-222-9111

支店長
株式会社東畑建築事務所

03-6452-8470
047-354-5337

代表取締役

荻久保

飛騨営業所
所長

英男 03-3836-2350
0577-62-9880

玉腰

株式会社トージツフーズ

豊 058-327-8475
06-6267-7177

代表取締役

シ設 シ保
仙台市宮城野区榴岡1-6-11

田平

株式会社ＴＯＩＬ
代表取締役

名古屋市中村区十王町5-28

06-6155-8926 大阪市淀川区西中島6-3-24
俊彦 06-6885-6522 館4Ｆ
058-279-3482

石田

久 06-6267-7180

主として請け負う業務等
土コ

忠彦 022-742-3372

岐阜本社

取締役副社長執行役員事業本部

住所

阿部

大阪営業所
所長

令和4年8月1日現在

＜県外＞

北白石ビル西

調漏
他

岐阜県岐阜市日置江1-58
運送
愛知県一宮市北方町北方字西金丸13-17
土コ
新潟市秋葉区川口580-26
シ設 シ保
東京都中央区日本橋2-10-8
測量 シ設 シ保 デ処 コ保 写製
東京都港区海岸1-2-3
調ダ 調検 調騒 調ア 調他
千葉県浦安市今川4-12-38-1
管エ
石川県金沢市昭和町16-1
建コ 土コ
名古屋市中村区太閤3-1-18
学給
東京都台東区東上野1-14-4
学給
東京都台東区東上野1-14-4
調漏
岐阜県飛騨市古川町上町248-1-105号
学給
大阪市中央区久太郎町2-4-27
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有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
03-3221-5558

業者名
株式会社トータルメディア開発研究所
代表取締役

山村

健一郎 03-3221-5521

株式会社トータル・リアルティ・アドバイザーズ
代表取締役
株式会社トーニチコンサルタント

吉村

052-262-4535

宮崎

078-222-9700 神戸市中央区磯上通2-2-21三宮グランドビ
正伸 078-222-9702 ル5F

徳岡

浩二 06-6910-7179

株式会社図書館流通センター

03-3943-2221

代表取締役

谷一

文子 03-3943-8441

冨木医療器株式会社

076-237-5555

代表取締役
内外エンジニアリング株式会社
株式会社内藤建築事務所

冨木

隆夫 076-237-6592

北陸営業所
所長

076-259-5390

高畑

雅仁 076-259-5391

名古屋事務所
所長

052-212-4645

植田

善富 052-212-4051

ナカシャクリエイテブ株式会社

052-895-1132

代表取締役

山口

寛 052-895-1844

長田広告株式会社

0567-26-5251

代表取締役
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

支店長

長田

ナレッジメディカル株式会社

忠平

076-264-7871

好司 076-264-7877
076-246-1170

北浦

高岡営業所

代表取締役社長

一郎 0567-26-6099

金沢支店

ナチュラルコンサルタント株式会社
代表取締役

測量 建コ 土コ 地質 調検 調騒 意識 調他

國井

06-6910-7178

和夫 076-246-4493
0766-22-1985

久湊

勝巳 0766-23-7567

情他 計画

名古屋市中区栄4-6-15

03-6213-1000 東京都千代田区丸の内3-2-3
泰成 03-6213-1005 ビルディング

株式会社徳岡設計
代表取締役

東京都千代田区紀尾井町3-23

祐司 052-241-1815

株式会社ドーン
代表取締役

主として請け負う業務等
建コ 企企 企運 計画 他

平元

有限責任監査法人トーマツ
包括代表

住所

03-5575-7505 東京都港区赤坂3-21-21 サンワット渡邊ビ
利一 03-5575-0535 ル6F

中部支社
支社長

令和4年8月1日現在

＜県外＞

丸の内二重橋

意識 調他 シ設 情他 計画 コン 他
管機 シ設 シ保 デ処 情他 作成
建コ

大阪市中央区本町橋5-14
デ処 情他 計画 コン 他
東京都文京区大塚3-1-1
管他 他
石川県金沢市問屋町2-46
測量 建コ 土コ 地質 補コ
石川県金沢市入江3-132 福村ビル
建コ
名古屋市中区錦1-7-32 名古屋SIビル
名古屋市天白区野並2-213

調埋 シ設 シ保 デ処 コ保 企物 企看 企映 企広 企企 作成 企他
写マ
企看 企広 他

愛知県津島市東柳原町5-5-1
土コ
石川県金沢市駅西本町3-7-1
測量 建コ 土コ 地質 補コ
石川県金沢市矢木2-147
管他
高岡市問屋町問屋町12
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有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
0265-36-4544

業者名
株式会社南信サービス
代表取締役

竹村

博文 0265-36-5423

一般財団法人新潟県環境分析センター

025-284-6500

理事長

猪俣

太郎 025-284-0022

株式会社西日本環境

078-643-2809

代表取締役
株式会社西日本水道センター

溝口

立子 078-643-1966

大阪支店

06-6396-8118

支店長
株式会社西原環境

井上

啓 06-6396-9711

東京・東北支店

03-3455-4448

支店長

柴田

悟 03-3455-4404

株式会社ニチイ学館

03-3291-2121

代表取締役
ニチレキ株式会社
株式会社日建設計

森

信介 03-3291-6866

金沢営業所

076-246-1313

所長

近藤

景一

名古屋オフィス

株式会社日産技術コンサルタント

山本

北陸事務所
所長

日清医療食品株式会社

支店長

株式会社日展

村上
濱田

東京支店

忠昭 052-829-0634

支店長

日本交通技術株式会社

幸一 03-5478-9859
03-3847-2060

福岡

北陸支店
支店長

巧 03-3843-4120
076-238-7977

今橋

名古屋支店
支店長

調ダ 調検 調騒 調ア 調他
新潟市江南区祖父興野53-1
他
神戸市長田区長田町7-3-2
調漏
大阪市淀川区宮原2-10-9
管施
東京都港区海岸3-20-20
コン 人材 福祉 他
東京都千代田区神田駿河台2-9
測量 土コ
石川県金沢市古府2-8
建コ 土コ
名古屋市中区栄4-15-32
測量 建コ 土コ 地質
福井県福井市問屋町1-10

小林

03-5478-9855

日本オーチス・エレベータ株式会社

長野県下伊那郡松川町元大島2715-43

075-231-5100 京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1 井
和則 075-231-4714 門明治安田生命ビル7F
052-829-0633

石黒

一祥 076-238-7978

主として請け負う業務等
管施 廃般

英嗣 0776-29-7123

株式会社日総建
代表取締役社長

住所

倉田

名古屋事務所
所長

秀樹 052-252-7295
0776-29-7122

近畿支店

株式会社日新技術コンサルタント

076-246-5883
052-261-6137

執行役員名古屋代表

令和4年8月1日現在

＜県外＞

学給
測量 建コ 土コ 地質

名古屋市南区弥次ヱ町2-19-1
建コ 土コ
東京都渋谷区幡ケ谷1-34-14
建コ 企看 企映 企企 企運 計画 管他
東京都台東区東上野6-21-6
管エ
石川県金沢市鞍月5-181

052-451-9111 名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイン
博 052-451-9114 ト1413
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測量 土コ

有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
025-246-1320

業者名
株式会社日本インシーク

新潟支店
支店長

前岡

株式会社日本ウォーターテックス
代表取締役

佐藤

日本会計コンサルティング株式会社
吉岡

理事長

南川

秀樹 044-299-2294
044-270-0123

理事長

奥村

福井事業所

明雄 044-270-0766
0776-29-2510

所長

村田

日本システム技術株式会社

直也 0776-29-2530
06-4560-1050

代表取締役社長

平林

日本国民食株式会社

武昭 06-4560-1038
03-6861-4499

代表取締役
代表取締役

篠崎

日本ソフト開発株式会社

淳 050-3153-1649
0749-52-3811

蒲生

北陸支店

仙治 0749-52-3804
025-241-2960

中村

関西営業所
所長

株式会社日本漏防コンサルタント

岡崎

中部営業所
所長

家田

株式会社ネクサス

義雄 025-241-2959

他
東京都港区東新橋1-5-2
土コ 意識 調他 計画 他
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
福井県福井市中央3-1-5三谷中央ビル7F

0587-96-6500

善弘 0587-96-6502

柴崎

利雄 03-6432-4429

建掃 外掃 水掃 貯掃 浄掃 害虫 人警 機警 管消 管調 電通 管ド
管エ 管電 管浄 管測 管施 管樹 管配 管灯
シ保 デ処 情他 企他 他

大阪市北区中之島2-3-18
学給
東京都中央区日本橋堀留町2-4-3
駿河台フジ

デ処 他
建コ 土コ

東京都新宿区西新宿6-5-1
シ設 シ保 コ保 情他
滋賀県米原市米原西23
測量 土コ 地質 調ダ 調検 調騒
新潟市中央区神道寺3-11-19

06-6907-1301 大阪府門真市新橋町12-18 三松マンション
到 06-6907-1302 505

03-6432-4419

代表取締役

他
埼玉県幸手市緑台1-19-11

海瀬

代表取締役

支店長

新潟市中央区東大通1-3-8

03-3291-6943 東京都千代田区神田駿河台2-9
光雄 03-3291-2135 ヴュービル
03-3346-9675

主として請け負う業務等
測量 建コ 土コ 地質 調騒 調漏 シ設 シ保 デ処 写製

敏一 03-6861-4477

株式会社日本設計

代表取締役社長

住所

市川

株式会社日本サポートサービス

株式会社日本レップス

和守 03-6215-9218
044-288-4896

特定非営利活動法人日本環境斎苑協会

日本物理探鑛株式会社

亮 0480-43-3791
03-6686-8629

一般財団法人日本環境衛生センター

日本管財株式会社

朗 025-247-3740
0480-43-3601

代表取締役

令和4年8月1日現在

＜県外＞

調漏
他

愛知県稲沢市稲沢町前田180-1
意識 シ保 作成 コン
東京都港区芝大門1-1-30 芝ＮＢＦタワー4F
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有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
052-446-5305

業者名
Ｎｅｘｔ−ｉ株式会社

名古屋支店
代表

藤井

文彦 052-446-5306

株式会社ネスク

076-290-2222

代表取締役社長
株式会社ノガミ

村中

將起 076-260-3445

関東支店

0476-24-3218

支店長

桐谷

優 0476-24-3219

株式会社乃村工藝社

03-5962-1171

代表取締役

社長執行役員

榎本

修次 03-3570-2397

野村興産株式会社

03-5695-2530

代表取締役社長

藤原

悌 03-5695-2540

株式会社ノムラメディアス

03-6426-0198

代表取締役社長

中川

雅寛 03-6426-0199

ＨＡＲＶＥＹ株式会社

050-5433-3090

代表取締役

平林

貴 050-6875-6860

株式会社ＨＡＲＰ

011-221-5800

代表取締役

近藤

晃司 011-212-7082

ハーベストネクスト株式会社

045-336-1120

代表取締役

脇本

実 045-336-1127

バイザー株式会社

052-485-7870

代表取締役

井上

正巳 050-360-4443

葉隠勇進株式会社

03-3457-3000

代表取締役
税理士法人

大隈

太嘉志 03-3457-3001

畠経営グループ

076-252-6195

代表社員

畠

善昭 076-251-5423

八光海運株式会社

0721-93-2222

代表取締役
パナソニック産機システムズ株式会社

足立

敏己 0721-93-5610

中部支店

支店長

出口

パナソニックＬＳエンジニアリング株式会社
支店長

令和4年8月1日現在

＜県外＞

052-209-6460

雅典 052-209-6474

中部支店

山本

052-563-1161

総太郎 052-563-1162

住所

主として請け負う業務等
意識 計画

名古屋市中村区名駅2-35-22
シ設 シ保 デ処 コ保 情他 作成
石川県金沢市南町2-1
調埋
千葉県成田市並木町221
建コ 企物 企看 企映 企広 企企 企運 作成 計画
東京都港区台場2-3-4
廃般
東京都中央区日本橋堀留町2-1-3
企物 企看 企映 他
東京都港区台場2-3-5
名古屋市昭和区阿由知通1-5-3

他警 電通 管機 管灯 管他 意識 調他 シ設 シ保 デ処 コ保 情他
企看 企広 作成 計画 写製 運行 人材 他
シ設 シ保

札幌市中央区北一条西6-1-2
学給
横浜市保土ケ谷区岩間町2-120
シ設 シ保 情他 作成
名古屋市中村区名駅南2-14-19
学給 他
東京都港区芝4-13-3

ＰＭＯ田町東１０Ｆ
他

石川県金沢市疋田1-33
他掃 廃般
大阪府南河内郡河南町大字一須賀453-1
管調
名古屋市中区丸の内1-17-19
管消 電通 管電
名古屋市中村区名駅南2-7-55
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有資格者一覧表

（委託）

業者名
パナソニックコネクト株式会社

現場ソリューションカンパニー中日本社

社長

細貝

076-222-6531

林寺

紘 076-222-2922

株式会社阪神マテリアル

06-6681-1900

代表取締役

中道

史和 06-6681-1159

株式会社ビー・エイチ・シー

022-773-6860

代表取締役
ビーム計画設計株式会社

村山

清志 022-773-6861

金沢事務所

076-282-9963

所長
株式会社日立システムズ

田中

昌幸 076-282-9984

中部支社

052-203-1141

支社長
株式会社日立ビルシステム

木下

浩一 052-203-1156

北陸支社

076-231-0813

支社長
株式会社ファノバ

電話番号
FAX番号
052-959-3262

邦行 052-959-3289

株式会社林寺メディノール
代表取締役

塔田

雅章 076-222-2369

中部支店

052-459-3435

支店長

黒川

和善 052-459-3436

フィールセーフ株式会社

076-201-8666

代表取締役

柴野

幸弘 076-201-8667

富士産業株式会社

03-5400-6111

代表取締役
株式会社富士通ゼネラル

中村

勝彦 03-5400-6122

中部情報通信ネットワーク営業部 052-775-2361

部長

小林

和宏 052-776-9212

株式会社富士通総研

03-6424-6752

代表取締役
フジテコム株式会社

信越営業所

フジテック株式会社

北信越支店

康成 03-3730-6800

塚田

和洋 026-232-2197
076-261-5108

支店長
富士フイルムシステムサービス株式会社

石塚

026-232-3521

所長

松本

紘幸 076-231-0375

公共事業本部中部支店

支店長

令和4年8月1日現在

＜県外＞

藤懸

052-684-5153

孝司 052-222-9851

住所

主として請け負う業務等
電通 シ設 シ保 コ保

名古屋市東区東桜1-14-11
管他
石川県金沢市笠舞本町2-26-7
他
大阪市住之江区北加賀屋3-2-18
シ設 シ保 デ処 計画 コン 他
仙台市泉区泉中央2-11-9
土コ 他
石川県金沢市無量寺1-36
シ設 シ保 コ保
名古屋市中区栄1-24-15
管調 管エ
石川県金沢市西念1-1-3
管施 人材 他
名古屋市中村区椿町1-16
電通
石川県金沢市無量寺1-36
学給
東京都港区新橋5-32-7ＦＩビル
電通
名古屋市名東区猪高台1-1315
意識 調他 シ設 情他 企企 企運 計画 コン
東京都大田区新蒲田1-17-25
調漏
長野県長野市柳町2056
管エ
石川県金沢市長土塀1-16-15
シ設 デ処 他
名古屋市中区栄1-12-17
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有資格者一覧表

（委託）

業者名
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

北陸支社長

吉岡

株式会社プラネット・コンサルタント

電話番号
FAX番号
076-260-0900

東吾 076-260-0901
076-255-0630

代表取締役

穴太

政洋 076-255-0672

住所

主として請け負う業務等
管機 シ設 シ保 デ処 コ保

石川県金沢市中橋町11-18
測量 建コ 土コ
石川県金沢市諸江町下丁372

03-3516-8777 東京都中央区日本橋室町4-3-18 東京建物室 シ保
代表取締役 榊 彰一 03-3516-8778 町ビル８F
他
株式会社プロテック
0798-72-3555
兵庫県西宮市室川町12-3
代表取締役 小前 喜敬 0798-72-3558
株式会社ベネッセコーポレーション 小中学校事業部
042-356-0127 東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルディ 調他
部長 小柳 博崇 042-356-7120 ング
翻訳
株式会社ボーダーリンク
048-631-0230
さいたま市大宮区下町2-16-1 ACROSS８F
代表取締役 安井 康真 048-642-8620
調ダ
株式会社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
所長 高野 宏幸 076-246-8775
調検
一般財団法人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
理事長 北元 洋太 076-224-2132
丸茂電機株式会社 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 管電
所長 田中 徹 052-951-0790 ング

株式会社ブロードリンク

株式会社三上建築事務所

029-224-0606

代表取締役

柾木

06-6344-2700 大阪市北区堂島浜1-4-16
隆弘 06-6344-2701 ワー17F
0776-67-8005

代表取締役社長
株式会社無線放送設計事務所

後

北陸事務所
所長

川端

株式会社明光

淳也 0776-67-8024

代表取締役

綛田

株式会社名豊

さよ志 073-492-4659
052-322-0071

代表取締役

小池

武史 052-322-0130

人材 他
調検 調騒 調ア 調他
調他

アクア堂島NBFタ

他
シ設 シ保 コ保 作成

福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-13

076-272-8306 石川県金沢市本江町9-10
竜美 076-272-8307 事務所
073-492-1426

他

建コ

一彦 029-226-3778

三谷コンピュータ株式会社

コ保 廃産

茨城県水戸市大町3-4-36

益子

ミザック株式会社
代表取締役

令和4年8月1日現在

＜県外＞

Ｓｕｎさい川2階

土コ 他
廃般 廃他

和歌山県海南市下津町下津3080-1
意識 調他 シ設 シ保 デ処 企企 企運 作成 計画 他
名古屋市中区松原中区松原2-2-33
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有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
058-370-1112

業者名
名北ワード株式会社
代表取締役
メタウォーターサービス株式会社

営業本部

星川

株式会社メディカルケア

俊輔 058-384-6650

中日本営業部 052-856-1210

部長

粂田

貴史 052-856-1406

金沢営業所

076-255-0320

所長

石田

貴章 076-255-0621

株式会社メフォス

03-6234-7600

代表取締役
株式会社森エンジニアリング

岡田

泰紀 03-6234-7609

金沢営業所

076-287-3484

所長

江川

森造形センター株式会社
玉置

隆紀 0761-47-4405

税理士法人森田会計事務所

0742-22-3578

代表社員
株式会社モリタテクノス

誠 076-287-3485
0761-47-4353

代表取締役

森田

中部営業部

務 0742-27-1681
052-721-5338

部長

平岡

圭司 052-721-5356

森平舞台機構株式会社

03-3842-1621

代表取締役

森

健輔 03-3845-1766

株式会社山下設計

03-3249-1551

代表取締役社長
ヤマハサウンドシステム株式会社

藤田

秀夫 03-3249-1509

名古屋営業所
所長

川島

052-201-4922

洋次郎 052-201-5650

株式会社ヤマモト

0544-58-1780

代表取締役
ヤンマーエネルギーシステム株式会社

山本

金沢支店

支店長

松田

株式会社ユニオン

文洋 0544-58-1781
076-240-0715

智洋 076-240-0714
058-253-3111

代表取締役

村橋

ユニファ株式会社
代表取締役

令和4年8月1日現在

＜県外＞

土岐

塁 058-253-3644

住所

主として請け負う業務等
シ設 翻訳

岐阜県各務原市鵜沼羽場町5-176
管電 管施 管他
名古屋市西区名駅2-27-8
管他
石川県金沢市問屋町1-108
学給
東京都港区赤坂2-23-1
測量 土コ 補コ
石川県金沢市入江3-132福村ビル２F
管他
石川県小松市河田町ル43
デ処 コ保 計画 他
奈良県奈良市油阪町456

第２森田ビル
車整

名古屋市東区矢田南1-2-8
管他
東京都台東区花川戸2-11-2
建コ 土コ
東京都中央区日本橋小網町6-1
管他
名古屋市中区錦1-18-28
他
静岡県富士宮市山宮2344
管消
石川県金沢市神野町東70
測量 建コ 土コ 地質 補コ
岐阜県岐阜市西河渡2-57

03-6284-2666 東京都千代田区内幸町1-1-6 NTT日比谷ビル
泰之 03-6284-2667 8F
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他

有資格者一覧表

（委託）
電話番号
FAX番号
03-3492-7441

業者名
株式会社横河建築設計事務所
代表取締役社長

鈴木

横田慎一公認会計士事務所
株式会社吉田建設

横田

見附支店

慎一 067-710-3689
0258-66-3003

取締役支店長

吉田

株式会社吉田生物研究所

淳志 0258-66-7329
075-581-0835

代表取締役

吉田

弁護士法人ライズ綜合法律事務所

浩一 075-581-1809
048-650-0001

代表社員

田中

ランドブレイン株式会社

泰雄 048-650-0002
03-3263-3811

代表取締役
株式会社リクチ漏水調査

良典 03-3490-9545
090-9549-4241

所長

吉武

名古屋営業所
所長

祐一 03-3264-8672
052-211-7237

瀬尾

株式会社利水社

保範 052-211-7238
076-238-9100

代表取締役

市山

株式会社両備システムズ

勉 076-238-0943
086-264-0113

代表取締役

令和4年8月1日現在

＜県外＞

松田

敏之 086-264-1159

住所

主として請け負う業務等
建コ

東京都品川区上大崎2-25-2
意識 計画 翻訳 コン 他
大阪市鶴見区横堤1-12-13-207
測量 調埋 調他
新潟県見附市柳橋町266-21
他
京都市山科区厨子奥苗代元町31
他
さいたま市大宮区大門町1-1ﾐﾅﾄﾋﾞﾙ5F
測量 建コ 土コ 意識 デ処 企企 企運 計画 コン
東京都千代田区平河町1-2-10
調漏
名古屋市中区栄1-23-29
測量 土コ 補コ 調他 シ設 シ保 デ処 写製
石川県金沢市東蚊爪町1-19-4
管機 シ設 シ保 デ処 コ保 作成 計画 人材
岡山市南区豊成2-7-16
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