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E001700009 株式会社ジステック 茨城県土浦市小松三丁目２４番２５号 代表取締役　山口　博司

E001700012 株式会社ジュン設計 茨城県土浦市大岩田９３１番地１３ 代表取締役　塚本　美明

E001700015 日本都市設計株式会社 茨城県つくば市上ノ室２０４２－１ 代表取締役　渡邉　愼二

E001700022 株式会社開発計画研究所 茨城県水戸市白梅四丁目１番２５号 代表取締役　井上　忍

E001700027 株式会社光和コンサルタンツ 茨城県常総市豊田２４７４番地７ 代表取締役　張替　弘

E001700035 国際航業株式会社 東京都千代田区六番町２番地 代表取締役社長　土方　聡 有 水戸営業所 茨城県水戸市城南１丁目１番８号 所長　石井　正邦

E001700037 株式会社ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野４３２ 代表取締役社長　坂井　浩 有 北関東支店 茨城県水戸市堀町２０７４－３　メゾンドＫ３０６号 支店長　吉田　弘

E001700038 用地キャリア株式会社 茨城県土浦市田中３－８－３２－３Ａ 代表取締役　鈴木　俊一

E001700040 株式会社東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 代表取締役社長　狩谷　薫 有 水戸事務所 茨城県水戸市城南２－４－１７　レジデンスカープ水戸１０１ 所長　吉田　稔

E001700042 新都市設計株式会社 埼玉県所沢市小手指町１－２１－１３ 代表取締役　野藤　修三 有 茨城事務所 茨城県つくば市榎戸３６５ 所長　野藤　和美

E001700050 株式会社都市環境計画研究所 東京都千代田区岩本町３－２－１ 代表取締役　泉　耿介 有 茨城営業所 茨城県土浦市中央１－１２－５ 所長　堀田　由紀夫

E001700071 株式会社八州 東京都江東区木場５－８－４０ 代表取締役　武部　泰三 有 水戸営業所 茨城県水戸市赤塚１－２００５－１１９ 所長　花田　和仁

E001700073 株式会社オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市東町一丁目３６番地 代表取締役　長瀬　功一 有 茨城営業所 茨城県水戸市加倉井町１３７５番地７号 所長　児玉　明良

E001700080 株式会社日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号　新宿スクエアタワー 代表取締役社長　間山　一典 有 茨城事務所 茨城県水戸市城南１丁目２番４３号　水戸ＮＫＣビル 所長　吉成　大悟

E001700136 キタイ設計株式会社 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 代表取締役　梶　雅弘 有 茨城事務所 茨城県水戸市三の丸二丁目１０－１４ 所長　督　清之

E001700154 株式会社高島テクノロジーセンター 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号 代表取締役　鈴木　進 有 茨城営業所 茨城県水戸市中河内町１００８番地３ 所長　山際　賢一

E001700177 株式会社あいだ測量設計 茨城県つくば市西高野３１２番地３ 代表取締役　會田　操

E001700179 画地測量設計株式会社 東京都目黒区原町１－１２－１２ 代表取締役　加藤　誠一

E001700182 株式会社ジェーエステック 埼玉県さいたま市中央区新中里四丁目１４番１７号 代表取締役　中尾　毅 有 茨城営業所 茨城県笠間市東平４丁目５－６ 営業所長　橋本　佳宏

E001700194 共進測量設計株式会社 茨城県土浦市湖北２－２－１６ 代表取締役　飯田　哲夫

E001700195 横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 代表取締役社長　鈴木　良典

E001700197 株式会社マルハウス 茨城県牛久市ひたち野東五丁目３３番地（２－１０４） 代表取締役　丸山　敏之

E001700202 株式会社平成技研 茨城県牛久市中央三丁目１０番地３ 代表取締役　小更　俊二

E001700206 根本測量設計株式会社 茨城県潮来市水原６５６番地５ 代表取締役　根本　和男

E001700209 株式会社シーアイ設計 茨城県東茨城郡茨城町大字小鶴１６６３番地１ 代表取締役　遅野井　賢一

E001700213 有限会社石岡技研 茨城県石岡市石岡２５２０番地７ 代表取締役　鈴木　行男

E001700214 株式会社イ・エス・エス 東京都文京区小石川一丁目１番１７号 代表取締役　西谷　保

E001700220 東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿３－１９－２ 代表取締役社長　井上　福造 有 茨城支店 茨城県水戸市北見町８－８ 支店長　松本　健一郎

E001700223 やまと技研株式会社 茨城県桜川市高久２１４５番地２ 代表取締役　佐藤　清一

E001700227 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 東京都江東区亀戸一丁目５番７号 代表取締役　柳浦　良行 有 水戸支店 茨城県水戸市梅香２丁目２番４５号 支店長　小野澤　宏之

E001700239 アジア航測株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル 代表取締役　小川　紀一朗 有 水戸営業所 茨城県水戸市中央２‐８‐８アシスト第２ビル 所長　出森　弘造

E001700241 中日本建設コンサルタント株式会社 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番６号 代表取締役　上田　直和 有 茨城事務所 茨城県水戸市城南二丁目５番４５号 茨城事務所長　緑川　博文

E001700256 株式会社須藤隆建築設計事務所 茨城県土浦市港町一丁目７番２３号 代表取締役　須藤　隆

E001700268 株式会社桜設計事務所 茨城県水戸市千波町１２３９ 代表取締役　山田　博通

E001700270 株式会社竹下設計 茨城県取手市小文間５１６０番地２０７ 代表取締役　竹下　衞司

E001700280 信工業株式会社 茨城県稲敷市江戸崎甲４７６９番地１ 代表取締役　石井　恒美 有 美浦営業所 茨城県稲敷郡美浦村受領１３９３－１ 所長　石川　修

E001700301 株式会社東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２番地１ 代表取締役　酒井　晴史 有 水戸営業所 茨城県水戸市城南１－１－８ 営業所長　土佐　満

E001700302 株式会社国設計 東京都目黒区東山一丁目２番７号 代表取締役　江國　隆

E001700304 株式会社協和地質コンサルタント 埼玉県越谷市瓦曽根３丁目１１番３０号 代表取締役　安部　好司 有 茨城事務所 茨城県水戸市浜田１丁目１番４１号 所長　土屋　秀雄

E001700305 株式会社坂本都市設計 茨城県取手市上萱場３６５ 代表取締役　坂本　登

E001700308 株式会社シンテック 茨城県牛久市久野町１５３４番地 代表取締役　神田　浩

E001700313 野村設計事務所 茨城県常総市新石下１６３１ 代表　野村　孝

E001700319 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町３－１２－１ 代表取締社長　野崎　秀則 有 茨城事務所 茨城県つくば市竹園２－１０－８ 所長　相馬　尉志

E001700323 つくば設計株式会社 茨城県つくば市寺具９１６番地 代表取締役　木村　隆一

E001700325 株式会社フケタ設計 栃木県宇都宮市大曽一丁目５番８号 代表取締役　三柴　富男 有 茨城事務所 茨城県つくば市研究学園５‐１６‐３　日信ビル１Ａ 統括所長　関口　隆夫

E001700331 株式会社団建築設計事務所 茨城県水戸市大町３－２－５５ 代表取締役　桑名　勤

E001700337 大栄測量設計株式会社 茨城県土浦市中貫２４０２番地の３ 代表取締役　安藤　昭弘

E001700342 株式会社アイワ技研 茨城県土浦市板谷六丁目６５１番２０３ 代表取締役　髙田　正道

E001700351 空間情報サービス株式会社 千葉県千葉市中央区中央３－１０－６ 代表取締役　古里　弘

E001700353 株式会社ノグチ測量設計 茨城県土浦市下高津４丁目８番８号 代表取締役　野口　武

E001700355 朝日航洋株式会社 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 代表取締役社長　尾暮　敏範 有 水戸支店 茨城県水戸市城南１丁目７番５号 支店長　上杉　哲也

E001700368 株式会社戸頃建築設計事務所 茨城県水戸市松が丘一丁目２番２３号 代表取締役　小川　憲一

E001700382 茨城測量設計株式会社 茨城県水戸市元吉田町字東組７１４－３ 代表取締役　木村　昭寿

E001700393 株式会社シーエスエンジニアズ 埼玉県さいたま市南区根岸四丁目８番６号 代表取締役　能澤　忠春 有 茨城営業所 茨城県取手市小堀３９５５－１ 所長　才口　隆之

E001700396 植木不動産鑑定 茨城県龍ケ崎市長山４－２－１６ 代表　植木　和貴

E001700400 株式会社三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島六丁目２番４０号 代表取締役社長　山﨑　義広 有 茨城事務所 茨城県水戸市酒門町３０３５番地８号 所長　高本　英光

E001700408 株式会社三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 代表取締役　益子　一彦

E001700422 株式会社相澤建築設計事務所 茨城県つくば市森の里１１６９‐２ 代表取締役　相澤　晴夫
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E001700435 さとう不動産鑑定士事務所 茨城県土浦市おおつ野７－２－１２ 代表　佐藤　ぱうろ

E001700438 株式会社レック 千葉県千葉市美浜区中瀬１－３ 代表取締役　石井　茂 有 茨城支店 茨城県つくばみらい市谷井田１２５６－５ 支店長　鈴木　正幸

E001700447 株式会社双葉 東京都豊島区目白３－１４－８ 代表取締役　野﨑　雄平 有 茨城支店 茨城県取手市寺田５００１－１０ 支店長　柿崎　啓二

E001700448 株式会社パスコ 東京都目黒区東山一丁目１番２号 代表取締役　島村　秀樹 有 茨城支店 茨城県水戸市南町２－６－１８ 支店長　伊藤　雅則

E001700451 常陽測量設計株式会社 茨城県土浦市真鍋５－１６－２６ 代表取締役　中川　喜久治

E001700454 株式会社臼田設計 茨城県土浦市下高津一丁目１９番１０号 代表取締役　臼田　恭士

E001700455 中央総合鑑定所 茨城県牛久市中央５－２３－５ 代表　高橋　研二

E001700465 株式会社若栁建築事務所 茨城県つくば市台町一丁目８番地１ 代表取締役　若栁　綾子

E001700481 株式会社マップ測設 茨城県つくば市高野６８７番地１ 代表取締役　天野　初雄

E001700486 株式会社増山栄建築設計事務所 茨城県つくば市千現一丁目１２番地２ヴィラージュ千現３０５号室 代表取締役　増山　栄

E001700498 羽場不動産鑑定事務所 茨城県龍ケ崎市馴馬町６０１－９ 代表　羽場　睦夫

E001700500 ＡＩＳ総合設計株式会社 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 代表取締役社長　佐々木　宏幸 有 茨城事務所 茨城県常陸太田市塙町３６０１ 所長　矢野　安文

E001700507 株式会社羽石英夫建築設計事務所 茨城県水戸市河和田１‐１５３３‐３ 代表取締役　羽石　英夫

E001700523 株式会社協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚１丁目６２番１１号 代表取締役　山本　満 有 茨城営業所 茨城県龍ケ崎市佐貫１丁目４番地３ 所長　丸山　英雄

E001700526 日本工営株式会社 東京都千代田区麹町５－４ 代表取締役　有元　龍一 有 茨城事務所 茨城県水戸市城南２－１－２０ 所長　山下　勲

E001700528 株式会社沼崎商事 茨城県稲敷郡美浦村大字受領４９番地内１号 代表取締役　沼﨑　年成

E001700530 電気興業株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 代表取締役　松澤　幹夫 有 中央営業部 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 執行役員中央営業部長　浅井　貴史

E001700535 伸光エンジニアリング株式会社 千葉県千葉市中央区今井３丁目２４番１２号 代表取締役　中村　泰男 有 茨城営業所 茨城県土浦市中荒川沖町３‐３　千代ビル２０１ 所長　小後貫　明弘

E001700540 明治測量設計株式会社 茨城県水戸市内原町９０７‐７ 代表取締役　大関　茂

E001700572 筑波補償鑑定株式会社 茨城県守谷市久保ケ丘一丁目３番地２ 代表取締役　土田　達雄

E001700576 株式会社桂設計 東京都新宿区榎町４３番地１ 代表取締役社長　寺嶋　憲二 有 茨城事務所 茨城県古河市常盤町９－１０ 所長　森田　博

E001700577 玉野総合コンサルタント株式会社 愛知県名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 代表取締役社長　牧村　直樹 有 東京支店 東京都荒川区西日暮里二丁目２６番２号 支店長　澤田　善典

E001700581 ユーディーアイ確認検査株式会社 千葉県柏市東上町８－２５ 代表取締役　田辺　惠善 有 定期報告・外壁調査部 東京都文京区湯島１－８－２ 次長　荒井　光世

E001700582 株式会社楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目２０番地 代表取締役　久寿米木　康宣 有 茨城営業所 茨城県土浦市港町三丁目１番１号 茨城営業所長　高野　盛夫

E001700587 株式会社パル綜合設計 茨城県水戸市笠原町１０５０－１ 代表取締役　藤原　誠人

E001700592 国土情報開発株式会社 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 代表取締役社長　羽田　寛

E001700598 株式会社岡野建築設計事務所 茨城県つくば市上ノ室２０２６－１ 代表取締役社長　草苅　秀明

E001700600 三展ミネコンサルタント株式会社 茨城県土浦市桜町四丁目１１番１４号 代表取締役　佐藤　三典

E001700605 株式会社八州コンサルタント 茨城県水戸市東赤塚４３１９－１ 代表取締役　中林　博文

E001700606 日本測地設計株式会社 東京都新宿区高田馬場三丁目２３番６号 代表取締役　松崎　　明毅 有 茨城支店 茨城県守谷市本町５３６番地１　ピュアレジデンス弐番館１０２号室 支店長　太田　順一

E001700610 株式会社横島設計 茨城県稲敷郡阿見町中央七丁目８番７号 代表取締役　嶋田　友和

E001700613 中川理水建設株式会社 茨城県土浦市真鍋５－１６－２６ 代表取締役　中川　喜久治

E001700618 株式会社コイデ 群馬県前橋市六供町７７６－１ 代表取締役　伊藤　敦 有 茨城支店 茨城県つくば市二の宮３－８－３ 支店長　大髙　智也

E001700623 トーカイテック株式会社 埼玉県さいたま市南区南本町一丁目８番９号 代表取締役　関亦　郁夫 有 茨城支社 茨城県取手市取手２丁目１８番３０‐２０５号 支社長　座間　英昭

E001700626 合同会社建築工房Ｋｏａｋｕｔｓｕ 茨城県水戸市元吉田町２５８６ 代表社員　小圷　真司

E001700637 株式会社相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 代表取締役　平野　尚久 有 東関東支社 千葉県習志野市津田沼１－１５－１１相和レジデンス１０１ 支社長　佐々木　守

E001700638 株式会社丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４１号 代表取締役　吉冨　明 有 水戸営業所 茨城県水戸市三の丸２－１０－１４－１０２ 所長　小笠原　修一

E001700652 有限会社協同鑑定 茨城県笠間市石井９２９ 代表取締役　植木　康雄

E001700663 応用地質株式会社 東京都千代田区神田美土代町７番地 代表取締役　成田　賢 有 茨城営業所 茨城県つくば市御幸が丘４３番地 営業所長　荒川　紀文

E001700667 つくば建築設計事務所株式会社 茨城県龍ケ崎市川原代町字小屋１０５９番地の１ 代表取締役　鯉沼　英子

E001700671 武智測量設計株式会社 茨城県土浦市富士崎一丁目１４番１９号 代表取締役　武智　英利

E001700672 株式会社エヌ・エス・シー・エンジニアリング 東京都台東区東上野３丁目３番３号 代表取締役　奥　孝彦 有 茨城支店 茨城県水戸市加倉井町１３６０番地 支店長　地代所　義和

E001700677 株式会社公共用地補償研究所 茨城県水戸市双葉台５－７８３－１３ 代表取締役　矢口　達朗

E001700682 サンコーコンサルタント株式会社 東京都江東区亀戸一丁目８番９号 代表取締役社長　野村　秀行 有 茨城営業所 茨城県水戸市笠原町９７２番地４ 所長　藤原　牧

E001700686 有限会社木村建築補償コンサルタント 茨城県水戸市白梅１－６－３１ 代表取締役　木村　理恵

E001700709 株式会社三喜コンサルタント 茨城県潮来市日の出４－２－３ 代表取締役　米島　秀浩 有 土浦支店 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２－１７ 取締役土浦支店長　滝崎　利幸

E001700710 せつた不動産鑑定事務所 茨城県土浦市天川２－２２－１８ 代表　説田　賢哉

E001700714 つくば測量コンサルタント有限会社 茨城県つくば市松代一丁目１７番地４ 代表取締役　鯉沼　英子

E001700716 株式会社コウノ 茨城県水戸市酒門町３２９４－１３ 代表取締役　渡辺　直

E001700718 株式会社ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目１番８号 代表取締役社長　加藤　朋行

E001700719 国土建設コンサルタント株式会社 茨城県水戸市堀町字新田１１３３番地の１８ 代表取締役　市毛　千秋

E001700723 北海道地図株式会社 北海道旭川市台場一条２丁目１番６号 代表取締役　小林　毅一 有 東京支店 東京都千代田区平河町２丁目６番１号　平河町ビル 支店長　周藤　利通

E001700727 昭和測量株式会社 茨城県水戸市河和田町３３３４‐５ 代表取締役　鈴木　則夫

E001700744 株式会社ＵＲリンケージ 東京都中央区日本橋一丁目５番３号 代表取締役　渡邊　輝明 有 茨城事務所 茨城県つくば市諏訪Ｃ１９街区１ 所長　髙島　聡

E001700781 有限会社枝川建築設計事務所 茨城県土浦市並木四丁目１番３６号 代表取締役　枝川　優

E001700799 株式会社日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区大手前一丁目２番１５号 代表取締役　宮脇　佳史 有 茨城事務所 茨城県水戸市笠原町１１８９番地の２ 所長　井上　恭自

E001700803 株式会社リバティープランニング 茨城県水戸市飯富町２７４１－４ 代表取締役　岸本　治之

E001700805 株式会社日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 代表取締役社長　若林　直樹 有 東日本支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 取締役支社長　渡辺　寛
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E001700807 倉持測量株式会社 茨城県つくば市今鹿島８３８番地 代表取締役　倉持　嵩

E001700809 株式会社平山測地 茨城県稲敷郡阿見町岡崎３－１５－１ 代表取締役　平山　光規

E001700810 株式会社ゼンリン 福岡県北九州市小倉北区室町一丁目１番１号 代表取締役　髙山　善司 有 東京第二支社 千葉県千葉市中央区南町２丁目１８番６号 支社長　吉川　俊也

E001700824 株式会社早川建築事務所 茨城県水戸市元吉田町１３０５番地１ 代表取締役　早川　敏史

E001700825 いであ株式会社 東京都世田谷区駒沢３丁目１５番１号 代表取締役社長　田畑　彰久 有 茨城営業所 茨城県土浦市田中３丁目８番３２号 所長　深井　仁

E001700841 創美設計 茨城県土浦市下高津４－６－６ 代表　酒井　二美夫

E001700842 株式会社井川建築設計事務所 茨城県稲敷市古渡６１３ 代表取締役　井川　一幸

E001700843 白井企画株式会社 千葉県千葉市中央区新千葉２－５－１４ 代表取締役　鈴木　周市 有 茨城営業所 茨城県古河市女沼１０１１－１８ 所長　齊藤　和巳

E001700846 常陸測工株式会社 茨城県水戸市白梅二丁目４番１１号 代表取締役社長　金田　茂

E001700858 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 愛知県名古屋市中区錦２－４－１５ 代表取締役社長　大村　仁 有 東京支社 東京都中野区本町１－３２－２ 取締役支社長　西山　和宏

E001700862 株式会社日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町３－６－１４ 代表取締役　番上　正人 有 茨城支店 茨城県水戸市城南１－６－１０ 支店長　井関　隆雄

E001700866 関東測量設計株式会社 茨城県下妻市下妻乙６１３ 代表取締役　司代　洋和 有 つくばみらい支店 茨城県つくばみらい市長渡呂新田９６５－２ 支店長　関　恒雄

E001700869 株式会社根本英建築設計事務所 茨城県土浦市湖北一丁目７番９号 代表取締役　根本　裕子

E001700873 有限会社大野建築設計事務所 茨城県土浦市中高津三丁目１１番２号 代表取締役　大野　雅明

E001700882 国土防災技術株式会社 東京都港区虎ノ門三丁目１８番５号 代表取締役　相川　裕司 有 水戸営業所 茨城県水戸市三の丸１－３－２ 営業所長　木村　泉

E001700893 アクリーグ株式会社 栃木県小山市外城８１－９ 代表取締役　磯山　左門 有 茨城営業所 茨城県水戸市元吉田町１０４１－４ 所長　蜂須　嘉一郎

E001700895 日本物理探鑛株式会社 東京都大田区中馬込二丁目２番１２号 代表取締役社長　石田　定 有 東関東支店 茨城県水戸市白梅三丁目１０番５号　コーラルトップ１０８ 支店長　橋本　智

E001700896 株式会社関東補償コンサルタント 茨城県土浦市蓮河原新町１番３２号 代表取締役　井坂　雄

E001700911 株式会社広和設計 茨城県水戸市米沢町１６６番地５ 代表取締役社長　三上　咲久

E001700928 株式会社下川設計 茨城県鹿嶋市佐田１２５５番地１ 代表取締役　下川　典一

E001700942 株式会社江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩５‐１８‐６ 代表取締役　小林　仁 有 茨城支所 茨城県つくば市上横場４４５‐１ 支所長　石澤　克彦

E001700943 株式会社イタバシ 茨城県稲敷市椎塚２１２３‐４ 代表取締役　板橋　寛

E001700944 株式会社アイコンサルタント 埼玉県狭山市大字北入曽１３６３番地の１ 代表取締役　小川　正幸 有 茨城営業所 茨城県牛久市上柏田３丁目６２－７ 所長　関口　慎二

E001700952 株式会社のあ設計事務所 茨城県つくば市並木３‐３‐３ 代表取締役　堀越　泰樹

E001700957 有限会社光洋都市技術コンサルタント 茨城県水戸市吉沢町４４番地の１ 代表取締役　髙橋　洋光

E001700970 株式会社エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１ 代表取締役　小谷　裕司 有 水戸事務所 茨城県水戸市中央２－８－８ 事務所長　中村　仁紀

E001700972 共同測量株式会社 茨城県水戸市千波町３６９番地１ 代表取締役　吉原　清寿

E001700975 日拓測量設計株式会社 茨城県水戸市朝日町２７５３番地の２ 代表取締役　髙野　寿夫

E001700980 株式会社中庭測量コンサルタント 東京都大田区大森中一丁目２番２６号 代表取締役社長　中庭　基雄 有 茨城営業所 茨城県つくば市花畑二丁目９番１号 所長　松本　尚樹

E001700982 大和測量株式会社 東京都渋谷区初台一丁目８番６号 代表取締役　小又　啓攝 有 茨城営業所 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東１‐５‐８　ベルフィスＢ１０１ 所長　吉沼　隆男

E001700986 株式会社横須賀満夫建築設計事務所 茨城県水戸市南町二丁目１番１８号アーキビル 代表取締役　横須賀　満夫

E001700989 株式会社環境管理センター 東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 代表取締役社長　水落　憲吾 有 東関東技術センター 千葉県千葉市緑区おゆみ野５丁目４４番３ センター長　宮原　慎一

E001700991 株式会社久米設計 東京都江東区潮見二丁目１番２２号 代表取締役社長　藤澤　進

E001700992 有限会社アップル建築設計事務所 茨城県かすみがうら市下稲吉３２１１－４５ 代表取締役　鈴木　啓之

E001700994 有限会社高槻建築設計事務所 茨城県水戸市白梅二丁目９番２０号 代表取締役　高槻　一雄

E001700995 株式会社吉沢水道コンサルタント 千葉県千葉市中央区市場町６番１８号 代表取締役社長　山本　博 有 水戸事務所 茨城県水戸市千波町１４２０番５号 水戸事務所長　鈴木　耕二

E001701000 ビーム計画設計株式会社 岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目３０番地 代表取締役　久保　正美 有 東京支店 東京都港区芝浦一丁目１１番４号 支店長　田中　克典

E001701001 公益社団法人茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 茨城県水戸市大足町１０７８番地の１ 代表理事　樋熊　崇一

E001701005 関東不動産鑑定事務所 茨城県土浦市蓮河原新町１番３２号 代表　井坂　雄

E001701008 株式会社教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町三丁目４番７号 代表取締役　髙宗　吉伸

E001701009 株式会社技研基礎 千葉県千葉市中央区末広５－８－６ 代表取締役　田野　秀夫 有 茨城支店 茨城県つくば市高見原２－２－９６ 支店長　種村　昭

E001701012 株式会社相澤測量設計事務所 茨城県牛久市田宮町１９５番地４ 代表取締役　相澤　久志

E001701018 株式会社国際開発コンサルタンツ 東京都新宿区新宿６－２７－５６ 代表取締役　石栗　敏和 有 水戸事務所 茨城県水戸市白梅１－２－３６ 所長　浅川　淳

E001701026 三井共同建設コンサルタント株式会社 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 代表取締役社長　中野　宇助 有 茨城営業所 茨城県つくば市竹園二丁目１０番地８ 所長　梅原　輝樹

E001701037 有限会社坂本測量 茨城県稲敷市佐倉３３２６番地５ 代表取締役　坂本　至朗

E001701043 株式会社新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５番地の３ 代表取締役　中島　博敬

E001701046 協和測量株式会社 茨城県取手市小浮気１７１番地５ 代表取締役　海老原　平

E001701049 株式会社柴建築設計事務所 茨城県水戸市泉町３丁目１番２８号 代表取締役　柴　恭

E001701052 新日本設計株式会社 長野県長野市稲葉２５６１番地 代表取締役　吉澤　隆美 有 水戸営業所 茨城県水戸市五軒町２‐１‐１０ 所長　山下　徹

E001701053 株式会社水環境プランニング 栃木県宇都宮市鶴田町４５３番地１３１ 代表取締役　西谷　元則 有 茨城支店 茨城県水戸市けやき台三丁目６０番３号エミネントハイツ１０３号 支店長　猪瀬　直哉

E001701055 株式会社ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 代表取締役　吉津　洋一 有 茨城事務所 茨城県水戸市城南３丁目１０番１７号 所長　林　克彦

E001701056 大日本コンサルタント株式会社 東京都千代田区神田練塀町３００番地 代表取締役社長執行役員　新井　伸博 有 水戸営業所 茨城県水戸市中央２－６－２９ 所長　森垣　洋輔

E001701065 株式会社トーコー地質 東京都豊島区東池袋４‐４１‐２４ 代表取締役　鈴木　健三 有 茨城営業所 茨城県水戸市城南３‐１６‐１６ 所長　篠﨑　哲一

E001701067 株式会社長大 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 代表取締役社長　永冶　泰司 有 つくば支店 茨城県つくば市東平塚７３０ 支店長　酒井　正晶

E001701073 株式会社茨城四門 茨城県水戸市城南一丁目２番３８号 代表取締役　飯村　修

E001701085 株式会社青山建築設計事務所 茨城県つくば市東新井１４番地３シバハシビル４階 代表取締役　青山　立美

E001701097 株式会社高萩エンジニアリング 茨城県水戸市千波町字千波原２８５１ 代表取締役　橋本　義隆

E001701098 株式会社レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木５‐５８‐１ 代表取締役　三浦　敏伸
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E001701101 株式会社綜企画設計 東京都千代田区岩本町２－５－２ 代表取締役社長　原　澄雄 有 茨城支店 茨城県牛久市牛久町２７９－１ 支店長　和田　雅則

E001701107 株式会社東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目４１番２４号 代表取締役　堀　尚義 有 茨城営業所 茨城県水戸市見川５－３３３ 所長　伊木　寛

E001701121 セントラルコンサルタント株式会社 東京都中央区晴海２－５－２４ 代表取締役社長　木原　一行 有 茨城営業所 茨城県つくば市竹園２－１０－８ 所長　大杉　達夫

E001701127 千葉エンジニアリング株式会社 千葉県千葉市花見川区幕張本郷１－３０－５ 代表取締役　番場　弘和 有 茨城営業所 茨城県土浦市虫掛３７００　グリーンパレス４０２ 所長　江澤　茂臣

E001701133 株式会社道路建設コンサルタント 千葉県千葉市中央区今井１－２３－７ 代表取締役　山田　宝史 有 茨城営業所 茨城県水戸市栄町２－３－７－３０１ 茨城営業所長　齋藤　誠一

E001701149 株式会社大輝 東京都府中市武蔵台三丁目７番地８ 代表取締役　岡野　一德 有 茨城支店 茨城県水戸市石川二丁目４２７１番地の２ 支店長　白井　勝明

E001701158 有限会社光測量設計 茨城県つくば市谷田部２９６１－１ 代表取締役　中村　光男

E001701163 株式会社地域計画連合 東京都豊島区北大塚２‐２４‐５　ステーションフロントタワー２Ｆ 代表取締役　江田　隆三

E001701166 株式会社日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町６－４－３ 代表取締役社長　平井　成典 有 東京本社 東京都新宿区西新宿６－２４－１西新宿三井ビルディング 取締役本社長　木村　邦久

E001701175 アセット・オフィス 茨城県土浦市文京町３－３１ 代表　佐野　俊夫

E001701186 大東虎ノ門設計株式会社 茨城県石岡市北府中一丁目６番１５号 代表取締役　竹村　之夫

E001701192 株式会社国土測量 茨城県土浦市虫掛３６２８番地１ 代表取締役　雨貝　洋

E001701213 株式会社ＫＳＫ 茨城県取手市新町１－２－３５ 代表取締役　山下　英俊

E001701214 協和地下開発株式会社 千葉県流山市西平井６４１ 代表取締役　高橋　高志 有 茨城事務所 茨城県土浦市荒川沖東３－１－７ 所長　大内　由樹

E001701217 株式会社ミカミ 茨城県水戸市河和田町４４７１番地の４５ 代表取締役　三上　靖彦

E001701238 株式会社アーバン・アプレイザル 茨城県土浦市港町一丁目４番１９号 代表取締役　木崎　誉史

E001701241 総合技研株式会社 茨城県水戸市金町１－２－４６ 代表取締役　加賀　一明

E001701248 明和不動産鑑定 茨城県古河市久能８７８‐１ 代表　梅田　良和

E001701250 株式会社田中建築事務所 東京都港区高輪二丁目１６番４５号 代表取締役　本澤　秀夫

E001701251 株式会社トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町一丁目１３番３号初台共同ビル 代表取締役社長　川東　光三 有 茨城事務所 茨城県水戸市城南三丁目１０番１７号カーニープレイス水戸ビル 所長　野入　博文

E001701257 株式会社日本水道設計社 東京都千代田区三番町１番地 代表取締役　小林　信五 有 茨城営業所 茨城県水戸市東野町６２１－６ 所長　橋本　洋一

E001701264 株式会社ダイミック 栃木県宇都宮市御幸ケ原町８１番地１４ 代表取締役　山本　修一 有 水戸営業所 茨城県水戸市元台町１５００ウィンマナービル１０１ 営業所長　増渕　浩

E001701268 常磐地下工業株式会社 茨城県日立市白銀町２－２４－１１ 代表取締役　伊藤　美智子

E001701275 株式会社玄設計 茨城県水戸市酒門町４２８７番３ 代表取締役　川津　保

E001701277 株式会社河野正博建築設計事務所 茨城県つくば市研究学園５－６－６Ｄ１２－５１０号 代表取締役　河野　正博

E001701285 株式会社美豊コンサルティング 茨城県水戸市住吉町１４番地８ 代表取締役　佐竹　伸夫

E001701290 株式会社根本建築設計事務所 茨城県水戸市赤塚二丁目２００５番地の８０ 代表取締役　根本　洋一朗

E001701291 株式会社眞建築設計室 茨城県水戸市元吉田町１１８６‐１ 代表取締役　中山　眞矢

E001701293 株式会社アオイ補償 茨城県水戸市内原町５９９－４ 代表取締役　大野　浩美

E001701296 株式会社明和技術コンサルタンツ 茨城県小美玉市外之内３９８番地の１ 代表取締役　戸塚　康則

E001701314 トレンドデザイン株式会社 茨城県つくば市二の宮三丁目８番３号 代表取締役　嶋村　秀昭 有 茨城支店 茨城県つくば市二の宮三丁目８番３号 支店長　吉成　香

E001701336 第一航業株式会社 東京都杉並区阿佐谷北３－４１－１２ 代表取締役　曽野　哲人 有 北関東支社 茨城県土浦市東並木３３２２－１ 支社長　大澤　一雄

E001701337 株式会社大和設計 茨城県ひたちなか市金上１２３４－５１ 代表取締役　大内　和典

E001701350 平成理研株式会社 栃木県宇都宮市石井町２８５６番地３ 代表取締役社長　福田　良夫 有 茨城営業所 茨城県常総市新石下３６１１ 所長　米川　政宏

E001701359 株式会社中山敬二建築設計事務所 茨城県水戸市酒門町２１４９－２ 代表取締役　中山　敬二

E001701360 株式会社建築設計室匠工房 茨城県つくば市花園３－３ 代表取締役　小林　次夫

E001701362 株式会社土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グリーンタワービル２１Ｆ 代表取締役　土屋　正 有 茨城支所 茨城県牛久市中央五丁目２０番１１牛久駅前ビル 支所長　塙　仁

E001701363 株式会社工藤設計 栃木県宇都宮市鶴田町５７８－６ 代表取締役社長　阿久津　俊策 有 茨城営業所 茨城県水戸市大工町３－５－４　コウリュウビル５階 所長　手塚　正人

E001701376 日本水工設計株式会社 東京都中央区勝どき３丁目１２番１号 代表取締役社長　本名　元 有 茨城事務所 茨城県水戸市谷津町細田１番２１号 所長　中嶌　博之

E001701378 株式会社石川建築設計事務所 茨城県土浦市木田余西台２－６６ 代表取締役　石川　信廣

E001701384 株式会社ＬＡＵ公共施設研究所 東京都新宿区山吹町３５２－２２ 代表取締役　山本　忠順

E001701395 有限会社三井考測 茨城県ひたちなか市勝倉２８４３番地（リベールＫ３号） 代表取締役　三井　猛

E001701396 一般財団法人高度映像情報センター 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号 代表理事　久保田　了司

E001701405 東洋地質株式会社 茨城県潮来市辻６６－３ 代表取締役　須田　信一

E001701430 株式会社建設地盤 東京都荒川区東日暮里六丁目１８番４号 代表取締役　倉持　知二 有 茨城営業所 茨城県土浦市港町３丁目２０－１３ 所長　後藤　拓治

E001701444 株式会社那珂測量設計事務所 茨城県水戸市桜川一丁目７番７号 代表取締役　海老根　光子

E001701449 株式会社ＤＳＤ・地盤 茨城県土浦市沢辺５５６番地１ 代表取締役　土信田　浩一

E001701461 株式会社四方建築設計事務所 茨城県水戸市三の丸１－４－１２ 代表取締役　小沼　良一

E001701466 株式会社サナクト 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目５番７号高砂建物ビル 代表　土屋　正

E001701470 三国屋建設株式会社 茨城県神栖市知手中央二丁目１番２号 代表取締役　和田　英司

E001701473 昭和株式会社 東京都北区上中里１丁目１１番８号 代表取締役　本島　哲也 有 茨城営業所 茨城県水戸市城南１－６－１０ 所長　本間　真

E001701480 株式会社めいわ 茨城県結城郡八千代町東原４６ 代表取締役　伊藤　吉正

E001701482 ＳＴＵＤＩＯ　ＩＮＴＥＧＲＡＬ 茨城県つくば市二の宮一丁目２０番１１　アンティームつくば１１２ 代表　斧崎　佳史

E001701487 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 東京都豊島区南大塚三丁目２０番６号 代表取締役社長　諸谷　茂樹 有 茨城事務所 茨城県水戸市白梅１－９－５ 所長　高木　宏

E001701501 有限会社エスティエス設計 茨城県水戸市泉町２－２－３０ 代表取締役　冨山　則行

E001701515 株式会社アースリサーチ 埼玉県さいたま市桜区田島５‐２１‐１３ 代表取締役　冨山　光行 有 茨城営業所 茨城県水戸市笠原町１５５１－２ 営業所長　冨山　康行

E001701520 株式会社光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－５３０－５ 代表取締役　星野　達 有 茨城営業所 茨城県水戸市大町３－２－４８ 所長　相川　晋

E001701521 株式会社測研茨城 茨城県下妻市下妻乙５０６番地１ 代表取締役　九嶋　寛
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E001701530 株式会社近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目９番１６号 代表取締役　島田　芳久 有 水戸営業所 茨城県水戸市中央２丁目８番８号 所長　佐藤　尚彦

E001701531 株式会社大建設計 大阪府大阪市西区京町堀一丁目１３番２０号 代表取締役社長　平岡　省吉 有 東京事務所 東京都品川区東五反田五丁目１０番８号 取締役執行役員所長　中村　光邦

E001701547 株式会社新田建築設計事務所 茨城県稲敷郡美浦村布佐１５３８－２ 代表取締役　新田　加代子

E001701551 有限会社石上不動産鑑定事務所 茨城県土浦市桜ケ丘町５０番１号 代表取締役　石上　康夫

E001701566 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 代表取締役　平山　光信 有 茨城営業所 茨城県守谷市中央４－１２－４－１０１ 所長　城　勝秀

E001701571 株式会社梓設計 東京都大田区羽田旭町１０番１１号 代表取締役社長　杉谷　文彦 有 茨城事務所 茨城県水戸市城南１－７－５　第６プリンスビル 所長　大津　博之

E001701592 株式会社都市環境設計 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 有 東京事務所 東京都渋谷区代々木１－５８－１ 所長　寺澤　英行

E001701598 鈴木測量設計株式会社 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見３９５３番地の１１ 代表取締役　鈴木　俊一

E001701604 株式会社サンテック 茨城県つくば市松代一丁目１３番地１０ 代表取締役　野澤　良治

E001900022 株式会社匠建築研究室 茨城県水戸市白梅三丁目１２番３号 代表取締役　上久保　博隆

E001900024 一般財団法人茨城県薬剤師会検査センター 茨城県水戸市笠原町９７８－４７ 理事長　横濱　明

E001900030 株式会社地研コンサルタンツ 埼玉県川越市脇田本町１１－２７ 代表取締役　田口　昌弘 有 茨城支店 茨城県水戸市堀町１１１５－５ 支店長　吉田　義英

E001900049 フジ地中情報株式会社 東京都港区海岸３－２０－２０ 代表取締役　深澤　貴 有 東京支店 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－１ 支店長　田中　利明

E001900053 株式会社オオバ 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 代表取締役　辻本　茂 有 茨城営業所 茨城県水戸市三の丸１－４－７３ 所長　八木　義人

E001900059 株式会社カトウ建築事務所 千葉県千葉市中央区栄町３６番１０号ＹＳ千葉中央ビル 代表取締役　加藤　義道

E001900063 株式会社ダイコウ測量設計 茨城県行方市行方２１０８番地の１ 代表取締役　高野　耕治

E001900072 川崎地質株式会社 東京都港区三田２－１１－１５ 代表取締役社長　栃本　泰浩 有 水戸事務所 茨城県水戸市上水戸３－７－３１ 所長　武内　秀浩

E001900074 宇都宮電子株式会社 栃木県宇都宮市御幸ケ原町４４－１６ 代表取締役　上吉原　均 有 つくば営業所 茨城県守谷市松前台３－２２－７ 常務取締役所長　笹森　信行

E001900075 有限会社秋山建築設計事務所 茨城県龍ケ崎市野原町１０１番地 代表取締役　秋山　和夫

E001900082 株式会社豊建築事務所 東京都港区南青山１－１５－１４ 代表取締役　田中　秀朗

E001900095 中山環境エンジ株式会社 茨城県つくば市吉沼４３２１ 代表取締役　中山　真一郎

E001900098 ホコタ設計コンサルタンツ株式会社 茨城県鉾田市安房１５７１番地 代表取締役社長　方波見　一成

E001900104 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 東京都渋谷区神山町４番１４号 代表取締役　大橋　一三

E001900114 株式会社エイプラス・デザイン 茨城県水戸市南町１‐３‐２３ 代表取締役　佐藤　昌樹

E001900142 株式会社環境技研コンサルタント 千葉県千葉市中央区都町３‐１４‐４ 代表取締役　中川　昌人 有 茨城支店 茨城県水戸市元吉田町３３２‐４ 支店長　石井　義昌

E001900145 株式会社つくば電気通信 茨城県土浦市東若松町３９８８番地３ 代表取締役　植田　利収

E001900157 有限会社北都測量設計 茨城県龍ケ崎市緑町１８７ 代表取締役　浅岡　和彦

E001900173 株式会社アスカコンサルタント 茨城県つくば市西大橋８３番地３ 代表取締役　大野　牧男

E001900182 株式会社千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 代表取締役社長　濱田　忠 有 茨城営業所 茨城県鹿嶋市大字宮中２２９－７ 所長　布瀬　則雄

E001900199 株式会社新つくば技研 茨城県つくば市神郡７０８‐３ 代表取締役　鮏川　文江

E001900201 株式会社日野 東京都世田谷区大原一丁目３６番１４合 代表取締役　今村　政夫

E001900216 一般社団法人茨城県環境管理協会 茨城県水戸市元吉田町１７３６－２０ 理事長　猿田　寛

E001900225 株式会社水工エンジニアリング 茨城県水戸市笠原町１２２０－１ 代表取締役　吉川　善啓

E001900234 株式会社久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 代表取締役　久慈　竜也 有 東京支社 東京都千代田区西神田二丁目５番２号　ＴＡＳビル５階 東京支社長　田村　徳好

E001900242 株式会社日立建設設計 東京都千代田区内神田３－１１－７ 代表取締役　橘　滋夫 有 茨城営業所 茨城県ひたちなか市勝田中央１０－７ 所長　水澤　謙二

E001900253 三陽用地株式会社 茨城県土浦市田中三丁目８番３２号 代表取締役　濱口　稔

E001900260 株式会社極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田２－３－２６ 代表取締役　村岡　基 有 茨城事務所 茨城県水戸市元吉田町１２８ 所長　秋元　透

E001900263 株式会社ＡＮ計画工房 茨城県水戸市見川２丁目８－２１ 代表取締役　西垣　聡之

E001900267 内外エンジニアリング株式会社 京都府京都市南区久世中久世町一丁目１４１番地 代表取締役社長　池田　正 有 東京支社 東京都台東区東上野１丁目２８番１２号 専務取締役東京支社長　小林　厚司

E001900271 永長建築設計事務所 茨城県稲敷郡阿見町中央八丁目１番７号 代表　永長　哲

E001900272 株式会社東洋コンサルタント 東京都豊島区高田３－１８－１１ 代表取締役　髙橋　浩二 有 茨城営業所 茨城県水戸市笠原町９５０－１６ 所長　山口　浩平

E001900279 三和航測株式会社 東京都練馬区豊玉北六丁目１５番１４号 代表取締役　大西　錦城 有 北関東支社 茨城県水戸市城南２丁目１５番１６号水戸フレールビル 支社長　友田　博

E001900292 株式会社都市計画センター 東京都中央区日本橋富沢町１２－８　昭和ビル 代表取締役　高木　幹男 有 茨城支店 茨城県結城市結城１３６３７ 支店長　市村　雅史

E001900293 中央開発株式会社 東京都新宿区西早稲田３丁目１３番５号 代表取締役　瀬古　一郎 有 関東支店茨城営業所 茨城県水戸市泉町２‐４‐２８オフィス水戸ビル 所長　宮田　剛治

E001900315 公共地研株式会社 埼玉県川口市戸塚３－２５－２７ 代表取締役　遠藤　巌 有 水戸営業所 茨城県水戸市渡里町２５３２－２－１０８ 営業所長　遠山　周作

E001900327 株式会社オウギ工設 群馬県前橋市上泉町２６８ 代表取締役　霜触　和也

E001900328 株式会社新開発エンジニアリング 茨城県牛久市牛久町２７９－１ 代表取締役　仙波　広次

E001900330 株式会社ａｎｄＨＡＮＤ建築設計事務所 茨城県つくば市東新井２９番地１３ 代表取締役　飯島　洋省

E001900334 株式会社川又感光社 茨城県水戸市五軒町一丁目５番４８号 代表取締役　川又　俊之 有 鹿島営業所 茨城県鹿嶋市国末９９０ 営業所長　佐々木　義明

E001900351 冨洋設計株式会社 東京都墨田区菊川二丁目２３番６号 代表取締役社長　武部　茂 有 水戸営業所 茨城県水戸市千波町２３８７－３ 所長　小川　均

E001900357 株式会社フジヤマ 静岡県浜松市元城町２１６番地の１９ 代表取締役　藤山　義修 有 東京支店 東京都千代田区東神田二丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 支店長　鈴木　直実

E001900365 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋２－１－３６ 代表取締役　森田　俊作 有 水戸支店 茨城県水戸市笠原町１５７１番地の３ 支店長　玉木　秀幸

E001900377 三友測量設計株式会社 茨城県土浦市木田余３０４２‐１　栄光ビル 代表取締役　鮏川　満雄

E001900382 一般財団法人茨城県建設技術公社 茨城県水戸市笠原町９７８番２５ 理事長　古平　祐次

E001900384 有限会社アーキテック 茨城県筑西市幸町３－１２－５ 取締役　廣瀬　茂

E001900410 株式会社ＮＪＳ 東京都港区芝浦１－１－１ 代表取締役社長　村上　雅亮 有 茨城出張所 茨城県取手市取手３－４－２２ 所長　平賀　健

E001900416 中央技術株式会社 茨城県水戸市渡里町３０８２番地 代表取締役　八木岡　正芳 有 県南営業所 茨城県土浦市桜町一丁目１５番１１号　Ｍ・Ｙビル６０２ 所長　冨山　英明

E001900422 オリジナル設計株式会社 東京都渋谷区元代々木町３０－１３ 代表取締役社長　菅　伸彦 有 茨城事務所 茨城県水戸市中央２－８－８ 所長　荒井　文夫
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E001900424 株式会社建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 代表取締役社長　中村　哲己 有 茨城事務所 茨城県つくば市鬼ケ窪１０４７－２７ 所長　正部家　理純

E001900450 株式会社福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 代表取締役　福島　宏治 有 茨城営業所 茨城県水戸市元吉田町６３１番地２６－１０２ 所長　岩崎　行雄

E001900456 株式会社ＭＣエバテック 兵庫県尼崎市潮江１丁目２番６号 代表取締役　草野　晋平 有 分析事業部つくば営業所 茨城県稲敷郡阿見町中央８－３－１ 所長　田中　賢二

E001900461 東亜道路工業株式会社 東京都港区六本木七丁目３番７号 代表取締役　森下　協一 有 茨城支店 茨城県つくば市大形１６００ 支店長　松本　寛俊

E001900470 株式会社東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目６番６号 代表取締役　青柳　司郎 有 茨城出張所 茨城県水戸市酒門町４２３２番地の２８ 所長　森田　剛

E001900472 株式会社日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ 代表取締役社長　柴田　功 有 茨城出張所 茨城県水戸市元吉田町２０３８－３ 所長　髙羽　弦

E001900478 一級建築士伊沢綜合建築研究所 茨城県土浦市木田余東台５－１１－１８ 代表　伊沢　勝義

E001900497 株式会社橋梁コンサルタント 東京都中央区新川１－８－６ 代表取締役社長　徳渕　祐三 有 東日本支社 東京都中央区新川１－８－６ 支社長　眞崎　洋三

E001900532 株式会社アサヒ測量設計 茨城県つくば市酒丸４７８－３８ 代表取締役　久松　和美

E001900533 第一測工株式会社 栃木県宇都宮市新町二丁目６番１０号 代表取締役社長　小堀　俊明

E001900540 株式会社環境研究センター 茨城県つくば市羽成３番地１ 代表取締役　片野　明

E001900541 京葉シビルエンジニアリング株式会社 千葉県千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 代表取締役　鳥居　光俊 有 茨城営業所 茨城県鹿嶋市荒野７６３－１ 所長　山田　訓久

E001900544 株式会社英設計事務所 東京都北区王子２－３２－７ 代表取締役　町田　光三 有 北関東支店 茨城県かすみがうら市田伏５１６４－２３ 支店長　田口　勝成

E001900546 株式会社三橋設計 東京都千代田区内神田１－２－８ 代表取締役　武藤　昭

E001900547 株式会社日本環境工学設計事務所 東京都千代田区神田神保町２－７－３ 代表取締役　岩脇　成彦

E001900549 ニチレキ株式会社 東京都千代田区九段北４丁目３番２９号 代表取締役　小幡　学 有 茨城営業所 茨城県水戸市河和田町東中曽根３９２９ 所長　鈴木　隆支

E001900552 株式会社石嶋設計室 茨城県古河市水海２０５３－１ 代表取締役　石嶋　寿和

E001900565 株式会社エスビイデー 栃木県小山市中央町三丁目５番４号さかなやビル２階 代表取締役　皆川　祥子

E001900571 国土地図株式会社 東京都新宿区西落合２－１２－４ 代表取締役　稲垣　秀夫

E001900577 株式会社かつら設計 茨城県東茨城郡城里町大字御前山２５１番地１ 代表取締役　中村　國夫

E001900595 株式会社東京航業研究所 埼玉県川越市大字伊佐沼２８番１ 代表取締役　中本　直士

E001900596 有限会社長塚建築設計事務所 茨城県古河市原町４－２ 代表取締役　長塚　威

E001900597 株式会社岡村地質 茨城県石岡市南台三丁目１－１１ 代表取締役　岡村　篤

E001900614 パスキン工業株式会社 栃木県宇都宮市野沢町６４０－４ 代表取締役　佐藤　靖 有 茨城営業所 茨城県猿島郡境町塚崎７７２－１０ 所長　国友　和広

E001900615 株式会社中央地盤コンサルタンツ 茨城県水戸市元吉田町１０５６－２０ 代表取締役　海老沢　薫

E001900617 株式会社榊原不動産鑑定事務所 茨城県土浦市下高津１丁目１５番１２号 代表取締役　榊原　武壽

E001900629 桜不動産鑑定株式会社 茨城県土浦市乙戸７３８番地４ 代表取締役　關本　淳一

E001900632 株式会社環境技術研究所 大阪府大阪市西区阿波座１‐３‐１５ 代表取締役　篠田　公平 有 東京支店 東京都千代田区東神田２‐１０‐１６ 支店長　坂根　哲史

E001900648 エヌエス環境株式会社 東京都港区芝公園１－２－９ 代表取締役　浅野　幸雄 有 北関東営業所 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町１８５－１３ 所長　伊藤　健二

E001900652 株式会社遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町一丁目９番１１号 代表取締役　遠藤　克彦

E001900662 佐久建築設計事務所 茨城県つくば市千現２－１－６センターＢー５ 代表　佐久　修一

E001900669 つくば技術株式会社 茨城県つくば市栗原３１９９番地１ 代表取締役　佐藤　里美

E001900682 株式会社市毛建築設計事務所 茨城県水戸市河和田二丁目２１９０番地の７ 代表取締役　市毛　純一

E001900683 株式会社弘洋コンサルタンツ 三重県松阪市山室町３２１０番地４５ 代表取締役　野口　幸子 有 東京支店 東京都渋谷区恵比寿恵比寿４－２０－３ガーデンプレイスタワー１８階 支店長　河野　栄司
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