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E002100001 株式会社根本英建築設計事務所 茨城県土浦市湖北１－７－９ 代表取締役　根本　裕子

E002100002 株式会社ミカミ 茨城県水戸市河和田町４４７１－４５ 代表取締役　三上　靖彦

E002100003 株式会社ジステック 茨城県土浦市小松３－２４－２５ 代表取締役　山口　博司

E002100004 ＮｉＸ三喜株式会社 茨城県水戸市笠原町１１９１－２ 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 取締役支店長　滝崎　利幸

E002100005 株式会社下川設計 茨城県鹿嶋市佐田１２５５－１ 代表取締役　下川　典一

E002100006 株式会社トビタ技研 茨城県常陸太田市久米町２３３ 代表取締役　飛田　裕

E002100007 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

E002100008 株式会社三上建築事務所 茨城県水戸市大町３－４－３６ 代表取締役　益子　一彦

E002100009 株式会社環境研究センター 茨城県つくば市羽成３－１ 代表取締役　片野　明

E002100010 株式会社藤井設計 茨城県水戸市姫子１－８３１－７ 代表取締役　藤井　耕市

E002100011 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

E002100012 北美測量株式会社 茨城県ひたちなか市中根４５１２－３ 代表取締役　安　茂男

E002100013 株式会社測研茨城 茨城県下妻市下妻乙５０６－１ 代表取締役　九嶋　寛

E002100014 有限会社大野建築設計事務所 茨城県土浦市中高津３－１１－２ 代表取締役　大野　雅明

E002100015 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

E002100016 株式会社マップ測設 茨城県つくば市高野６８７－１ 代表取締役　天野　初雄

E002100017 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　鮭川　満雄

E002100018 株式会社柴建築設計事務所 茨城県水戸市泉町３－１－２８ 代表取締役　柴　恭

E002100019 株式会社玄設計 茨城県水戸市酒門町４２８７－３ 代表取締役　川津　保

E002100020 株式会社匠建築研究室 茨城県水戸市白梅３－１２－３ 代表取締役　上久保　博隆

E002100021 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

E002100022 常陸測工株式会社 茨城県水戸市白梅２－４－１１ 代表取締役社長　金田　茂

E002100023 株式会社戸頃建築設計事務所 茨城県水戸市松が丘１－２－２３ 代表取締役　小川　憲一

E002100024 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

E002100025 城北測量設計株式会社 茨城県東茨城郡城里町石塚２０５９－６ 代表取締役　山崎　勇司

E002100026 株式会社かつら設計 茨城県東茨城郡城里町石塚９３１－３ 代表取締役　中村　直樹

E002100027 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

E002100028 株式会社ダイコウ測量設計 茨城県行方市行方２１０８－１ 代表取締役　高野　耕治

E002100029 株式会社和田建築設計事務所 茨城県水戸市姫子１－２６７－２ 代表取締役　和田　宏

E002100030 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１１３３－１８ 代表取締役　比企　利夫

E002100031 株式会社根本建築設計事務所 茨城県水戸市赤塚２－２００５－８０ 代表取締役　根本　洋一朗

E002100032 中央技術株式会社 茨城県水戸市渡里町３０８２ 代表取締役　八木岡　正芳 有 県南営業所 茨城県土浦市桜町１－１５－１１　Ｍ・Ｙビル６０２ 所長　冨山　英明

E002100033 三陽用地株式会社 茨城県土浦市田中３－８－３２ 代表取締役　市川　博美

E002100034 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 代表取締役社長　方波見　一成

E002100035 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

E002100037 有限会社木村測量設計事務所 茨城県つくばみらい市奉社３６ 取締役　木村　勇

E002100038 株式会社サンテック 茨城県つくば市松代１－１３－１０ 代表取締役　野澤　良治

E002100039 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１０５９－１ 代表取締役　鯉沼　英子

E002100040 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　清

E002100041 日拓測量設計株式会社 茨城県水戸市朝日町２７５３－２ 代表取締役　高野　寿夫 有 本社 茨城県水戸市朝日町２７５３－２ 代表取締役　高野　寿夫

E002100042 株式会社測地設計コンサルタント 茨城県水戸市石川３－４１３３－２ 代表取締役　栗原　博之

E002100043 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

E002100044 株式会社コスモ計測 茨城県水戸市赤塚１－２００５－１１９ 代表取締役　海老澤　貞雄

E002100045 株式会社まちプラン研究所 茨城県水戸市白梅１－２－３６　要ビル 代表取締役　高野　賢

E002100046 有限会社木村建築補償コンサルタント 茨城県水戸市上水戸１－９－７ 代表取締役　野内　広一

E002100047 株式会社広和設計 茨城県水戸市米沢町１６６－５ 代表取締役社長　三上　咲久

E002100048 大栄測量設計株式会社 茨城県土浦市中貫２４０２－３ 代表取締役　安藤　昭弘

E002100049 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

E002100050 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

E002100051 やまと技研株式会社 茨城県桜川市高久２１４５－２ 代表取締役　佐藤　清一

E002100053 倉持測量株式会社 茨城県つくば市今鹿島８３８ 代表取締役　倉持　嵩

E002100054 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

E002100055 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　清

E002100056 株式会社茨城四門 茨城県水戸市城南１－２－３８岩間ビル 代表取締役　植竹　奨

E002100057 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

E002100058 つくば設計株式会社 茨城県つくば市寺具９１６ 代表取締役　木村　隆一

E002100059 根本測量設計株式会社 茨城県潮来市水原６５６－５ 代表取締役　根本　和男

E002100060 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
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E002100061 株式会社須藤隆建築設計事務所 茨城県土浦市港町１－７－２３ 代表取締役　須藤　とく

E002100062 株式会社鈴木設計 茨城県水戸市泉町２－２－３０ 代表取締役　鈴木　和子

E002100063 株式会社第一設計 茨城県ひたちなか市勝倉２６７１－１ 代表取締役　大内　賢一

E002100064 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 つくば支店 茨城県つくば市上郷２７９５－２ 支店長　関　恒雄

E002100065 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

E002100066 兼原測量設計株式会社 茨城県潮来市あやめ２－１９－３ 代表取締役　兼原　一夫

E002100067 株式会社コウノ 茨城県水戸市酒門町３２９４－１３ 代表取締役　河野　哲臣

E002100068 株式会社アスカコンサルタント 茨城県つくば市西大橋８３－３ 代表取締役　大野　牧男

E002100069 株式会社一本杉建築設計事務所 茨城県筑西市外塚６８６ 代表取締役　一本杉　洋

E002100070 有限会社汎連合設計 茨城県水戸市笠原町１２１４ー３ 取締役　小室　晶

E002100071 株式会社横須賀満夫建築設計事務所 茨城県水戸市南町２－１－１８アーキビル 代表取締役　横須賀　孝

E002100072 株式会社アイワ技研 茨城県土浦市板谷６－６５１－２０３ 代表取締役　高田　正道

E002100073 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

E002100075 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

E002100076 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

E002100077 株式会社美豊コンサルティング 茨城県水戸市住吉町１４－８ 代表取締役　佐竹　伸夫

E002100078 株式会社那珂測量設計事務所 茨城県水戸市桜川１－７－７ 代表取締役　海老根　光子

E002100079 株式会社ネクスト 茨城県那珂市杉３０－５ 代表取締役　大越　満夫

E002100080 株式会社めいわ 茨城県結城郡八千代町大字東原４６ 代表取締役　伊藤　吉正

E002100081 株式会社環境測定サービス 茨城県水戸市石川４－３８９６－３ 代表取締役　黒羽　敦

E002100082 筑波測量工業株式会社 茨城県つくば市中別府２９８－１ 代表取締役　小島　仁

E002100083 株式会社新星コンサルタント 茨城県常総市篠山８８５－３ 代表取締役　中島　博敬

E002100084 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１－３２ 代表取締役　井坂　雄

E002100086 株式会社公共補償コンサルタント 茨城県水戸市平須町４－２７ 代表取締役　江橋　圀彦

E002100087 信工業株式会社 茨城県稲敷市江戸崎甲４７６９－１ 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

E002100088 株式会社早川建築事務所 茨城県水戸市元吉田町１３０５－１ 代表取締役　早川　敏史

E002100089 株式会社榊原不動産鑑定事務所 茨城県土浦市下高津１－１５－１２ 代表取締役　榊原　武壽

E002100090 株式会社大宮測研 茨城県常陸大宮市下村田６７７番地 代表取締役　引田　正勝

E002100091 株式会社東匠設備設計 茨城県水戸市けやき台２－５－１ 代表取締役　磯崎　達也

E002100092 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

E002100093 有限会社高槻建築設計事務所 茨城県水戸市白梅２－９－２０ 代表取締役　高槻　一雄

E002100094 軽部建築設計事務所 茨城県下妻市下妻丙４７ 所長　軽部　守彦

E002100095 株式会社菊地設備設計事務所 茨城県水戸市大工町３－４－２４　ハイジマビル３０１ 代表取締役　菊地　繁

E002100096 三国屋建設株式会社 茨城県神栖市知手中央２－１－２ 代表取締役　和田　英司

E002100098 株式会社開発計画研究所 茨城県水戸市白梅４－１－２５すざくビル 代表取締役　武藤　秀樹

E002100099 株式会社トーユー 茨城県土浦市田中３－８－３ 代表取締役　木村　卓司

E002100100 有限会社水戸技術設計コンサルタント 茨城県水戸市元吉田町２７６－５ 代表取締役　山田　真一

E002100101 株式会社美景総合建築設計室 茨城県水戸市元石川町１３０－３ 代表取締役　川上　宗一郎

E002100102 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

E002100103 株式会社あいだ測量設計 茨城県つくば市西高野３１２－３ 代表取締役　會田　操

E002100104 株式会社アサヒコンサルタンツ 茨城県つくば市酒丸４７８－３８番地 代表取締役　久松　和美

E002100105 一級建築士伊沢綜合建築研究所 茨城県取手市白山４－２－１２ 所長　伊沢　勝義

E002100106 株式会社アーバンシステムコンサルタント 茨城県筑西市一本松３５ 代表取締役　永盛　武

E002100107 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３９８－１ 代表取締役　戸塚　康則

E002100108 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

E002100109 株式会社増山栄建築設計事務所 茨城県つくば市千現１－１２－２　ヴィラージュ千現３０５号室 代表取締役　増山　栄

E002100111 株式会社青山建築設計事務所 茨城県つくば市東新井１４－３シバハシビル４階 代表取締役　青山　立美

E002100112 有限会社水戸建築補償コンサルタント 茨城県水戸市青柳町４３７７－２ 取締役　高山　真

E002100113 関東不動産鑑定事務所 茨城県土浦市蓮河原新町１－３２ 所長　井坂　雄

E002100114 株式会社岡村地質 茨城県石岡市南台３－１－１１ 代表取締役　岡村　学

E002100115 株式会社光和コンサルタンツ 茨城県常総市豊田２４７４－７ 代表取締役　張替　弘

E002100116 株式会社大和設計 茨城県水戸市本町三丁目１０番２６号 代表取締役　大内　和典

E002100117 有限会社枝川建築設計事務所 茨城県土浦市並木４－１－３６ 代表取締役　枝川　優

E002100118 株式会社平成技研 茨城県牛久市中央３－１０－３ 代表取締役　小更　俊二

E002100119 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

E002100120 株式会社宮本設計事務所 茨城県取手市取手２ー１７ー２５ー３０１ 代表取締役　宮本　正之

E002100122 サカエ設計企画有限会社 茨城県稲敷郡阿見町中央５－２２－７ 取締役　松葉　栄

E002100123 高田不動産鑑定株式会社 茨城県水戸市白梅３－１１－１４ 代表取締役　高田　文明

E002100124 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
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E002100125 筑波補償鑑定株式会社 茨城県守谷市久保ケ丘１－３－２ 代表取締役　土田　達雄

E002100126 東洋補償鑑定株式会社 茨城県筑西市直井１１６１－４ 代表取締役　岩崎　晴男

E002100127 有限会社石上不動産鑑定事務所 茨城県土浦市桜ヶ丘町５０－１ 代表取締役　石上　康夫

E002100128 株式会社水戸鑑定 茨城県水戸市白梅４－１－３８栃木ビル 代表取締役　小林　康男

E002100129 有限会社　戸田巧建築研究所 茨城県水戸市堀町字立原２０９７－４ 代表取締役　戸田　巧

E002100130 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

E002100131 有限会社マドカ設計 茨城県水戸市けやき台２－５３－２ 代表取締役　円谷　伸

E002100132 禾設計事務所 茨城県小美玉市川中子３０５－２ 所長　貝塚　勇

E002100133 有限会社サンヨー測量設計 茨城県桜川市東桜川３－１２ 代表取締役　安田　芳幸

E002100134 株式会社若柳建築事務所 茨城県つくば市台町１－８－１ 代表取締役　若柳　綾子

E002100135 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

E002100136 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 代表理事　猿田　寛

E002100137 株式会社ときわ綜合事務所 茨城県ひたちなか市笹野町２－１３－３０ 代表取締役　安　智範

E002100138 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

E002100139 株式会社石川建築研究所 茨城県水戸市五軒町２－４－２１－５０１ 代表取締役　石川　啓司

E002100140 有限会社イノ設計 茨城県石岡市北府中３－４－２１ 取締役　猪野　勝美

E002100141 株式会社ノグチ測量設計 茨城県土浦市上高津新町７－１２ 代表取締役　野口　修一

E002100142 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

E002100143 株式会社相澤測量設計事務所 茨城県牛久市田宮町１９５－４ 代表取締役　相澤　久志

E002100144 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

E002100146 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　明江

E002100147 株式会社ＬＰ 茨城県水戸市飯富町２７４１－４ 代表取締役　岸本　治之

E002100148 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

E002100149 株式会社友水設計 茨城県石岡市若松３－８－４０－１０１ 代表取締役　友水　正志

E002100150 アトリエ１０一級建築士事務所 茨城県鹿嶋市木滝１５４－１ 主宰　加藤　茂

E002100151 セイショウ建築事務所 茨城県水戸市見和１－３７１－８プレミール見和１０８ 　富田　清一

E002100152 創美設計 茨城県土浦市下高津４－６－６ 　酒井　二美夫

E002100153 茨城総合鑑定所 茨城県取手市野々井１１０１－１ハーモニータウン１－６０７ 所長　河村　直行

E002100154 株式会社光洋都市技術コンサルタント 茨城県水戸市吉沢町４４－１ 代表取締役　高橋　洋光

E002100155 三展ミネコンサルタント株式会社 茨城県土浦市桜町４－１１－１４ 代表取締役社長　井上　浩之

E002100156 有限会社エス・ピー・キューブ 茨城県行方市手賀１２１ 代表取締役　鈴木　栄

E002100157 株式会社エイプラス・デザイン 茨城県水戸市宮町１－２－４　マイムビル６０４ 代表取締役　佐藤　昌樹

E002100158 中央総合鑑定所 茨城県牛久市中央５－２３－５ 　高橋　研二

E002100160 有限会社石岡技研 茨城県石岡市石岡２５２０－７ 代表取締役　鈴木　行男

E002100161 有限会社つくばスケール 茨城県石岡市下林３１６－２ 代表取締役　大山　惠子

E002100162 株式会社大山都市建築設計 茨城県筑西市新治１９９６－５６ 代表取締役　大山　早嗣

E002100163 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１６７６－６ 代表取締役　海老沢　薫 有 常総営業所 茨城県常総市水海道諏訪町３２３５－５諏訪町ツクバハイツ２階 所長　山下　哲郎

E002100164 有限会社ムーブ建築設計事務所 茨城県水戸市元吉田町１２２－１ 代表取締役　渡辺　章夫

E002100165 株式会社澤田不動産鑑定所 茨城県水戸市泉町２－４－２８ 代表取締役　澤田　慶一郎

E002100166 有限会社三井考測 茨城県ひたちなか市殿山町２－１０－４１ 代表取締役　三井　猛

E002100167 関不動産鑑定事務所 茨城県水戸市千波町１３９６－２２ 　関　哲也

E002100168 アセット・オフィス 茨城県土浦市文京町３－３１ 　佐野　俊夫

E002100169 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

E002100170 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

E002100171 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

E002100172 有限会社ＡｋＨ建築設計室 茨城県行方市玉造甲４１１０ 代表取締役　本澤　幸一

E002100173 株式会社鎌田建築アトリエ 茨城県水戸市千波町９３１－３ 代表取締役　鎌田　富士夫

E002100174 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１－１７－４ 代表取締役　鯉沼　英子

E002100175 株式会社カナザワ建築設計事務所 茨城県水戸市吉沢町２６８－３ 代表取締役　金澤　重雄

E002100176 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

E002100177 株式会社横島設計 茨城県稲敷郡阿見町中央７－８－７ 代表取締役　嶋田　友和

E002100178 検査開発株式会社 茨城県那珂郡東海村村松字平原３１２９－３７ 代表取締役社長　渡邉　浩明

E002100179 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 　佐藤　ぱうろ

E002100180 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

E002100181 株式会社太田不動産鑑定事務所 茨城県笠間市下市毛５５－２６ 代表取締役　太田　寛子

E002100182 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

E002100183 協和測量株式会社 茨城県取手市小浮気１７１－５ 代表取締役　海老原　平

E002100184 株式会社エービス技術 茨城県鹿嶋市小山１０３２－４ 代表取締役　飯島　克博

E002100185 一般社団法人茨城県公共嘱託登記司法書士協会 茨城県水戸市五軒町１－３－１６ 代表理事　片岡　章
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E002100186 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

E002100187 株式会社シーアイ設計 茨城県東茨城郡茨城町大字小鶴１６６３－１ 代表取締役　遅野井　賢一

E002100188 株式会社常陽産業研究所 茨城県水戸市三の丸１－５－１８ 代表取締役　下山田　和司

E002100189 株式会社ＡＮ計画工房 茨城県水戸市見川二丁目８番地の２１ 代表取締役　西垣　聡之

E002100190 株式会社マルハウス 茨城県牛久市ひたち野東５－３３　２－１０４ 代表取締役　丸山　敏之

E002100191 株式会社つくば電気通信 茨城県土浦市東若松町３９８８－３ 代表取締役　植田　利収

E002100192 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

E002100193 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

E002100194 秋桜構造計画 茨城県水戸市城南３－１６－１０　コトヴェール城南２０４ 主宰　大谷　俊夫

E002100195 株式会社エイ・ワン建築事務所 茨城県行方市浜５６８－１ 代表取締役　荒井　宣貴

E002100196 株式会社ＤＳＤ・地盤 茨城県土浦市沢辺５５６－１ 代表取締役　土信田　浩一

E002100197 株式会社金田設計事務所 茨城県筑西市野殿１４６３番地 代表取締役　金田　吉雄

E002100198 一般財団法人茨城県建設技術公社 茨城県水戸市笠原町９７８－２５ 代表理事　皆川　和彦

E002100199 有限会社吉田建築計画事務所 茨城県石岡市石岡１－１－８ 代表取締役　吉田　良一

E002100200 中島不動産鑑定事務所 茨城県水戸市千波町１４９４－１ 　中島　朋美

E002100201 株式会社ジュン設計 茨城県土浦市大岩田９３１－１３ 代表取締役　塚本　美明

E002100202 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　鮭川　文江

E002100203 株式会社アイビーコンサルタント 茨城県神栖市居切１４５５－１３ 代表取締役　藤井　弘

E002100204 株式会社ａｎｄＨＡＮＤ建築設計事務所 茨城県つくば市東新井２９－１３ 代表取締役　飯島　洋省

E002100206 有限会社アセットアプレイザル常陸 茨城県水戸市千波町１４９８－２５ 代表取締役　豊嶋　郁夫

E002100207 大東虎ノ門設計株式会社 茨城県石岡市北府中１－６－１５ 代表取締役　幕内　清文

E002100208 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番４７ 理事長　横濱　明

E002100209 明和不動産鑑定 茨城県古河市久能８７８－１ 代表　梅田　良和

E002100210 有限会社常総企画 茨城県つくば市田倉５１６０－４ 代表取締役　宮本　誠司

E002100211 立川不動産鑑定 茨城県水戸市見和２－１９４－１１ 　立川　伸光

E002100212 みやび不動産鑑定 茨城県つくば市春日１－７－４リアージュつくば春日３０１号 代表者　和野　雅

E002100213 株式会社アオイ補償 茨城県水戸市杉崎町１９５－８ 代表取締役　大野　浩美

E002100214 用地キャリア株式会社 茨城県土浦市桜町４－３－１８土浦ブリックビル３０４ 代表取締役　鈴木　俊一

E002100215 さいとう土地家屋調査士事務所 茨城県守谷市本町２４９－５ 代表　齋藤　清人

E002100216 株式会社エム・スタイル 茨城県つくば市二の宮２－５－１　吉春ビル３　４０３号室 代表取締役　茂垣　直樹

E002100217 株式会社つくば総合設計事務所 茨城県つくば市中根５８番地 代表取締役　酒井　かおる

E002100218 正和産業株式会社 茨城県守谷市薬師台３－２０－７ 代表取締役　上沢　昌幸

E002100219 桜不動産鑑定株式会社 茨城県土浦市乙戸７３８－４ 代表取締役　關本　淳一

E002100220 株式会社ＥＯＳ建築事務所 茨城県水戸市備前町６－７３ＮＫビル 代表取締役　大部　淳一

E002100221 株式会社オセヤ 茨城県ひたちなか市表町６－８ 代表取締役　藤田　富夫

E002100222 一般社団法人みと公共嘱託登記土地家屋調査士協会 茨城県水戸市根本２－７３５－１ 代表理事　岩田　國男

E002100223 株式会社アイ・ロード 茨城県水戸市河和田町４３７９－９２ 代表取締役　小又　純

E002100224 佐久建築設計事務所 茨城県つくば市千現２－１－６つくば研究支援センターＢ－５ 代表　佐久　修一

E002100225 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

E002100226 株式会社市毛建築設計事務所 茨城県水戸市河和田２ー２１９０ー７ 代表取締役　市毛　あすか

E002100227 株式会社　松栄設計 茨城県ひたちなか市高場３－１－３ 代表取締役　松本　光栄

E002100229 株式会社池田設備設計事務所 茨城県水戸市堀町９３１－２１ 代表取締役　池田　照雄

E002100230 ＳＴＵＤＩＯ　ＩＮＴＥＧＲＡＬ 茨城県つくば市二の宮１－２０－１１ 　斧崎　佳史

E002100231 ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ５ 茨城県牛久市さくら台１－１－１１　マスカレードマンション３０３ 　関根　美宏

E002100232 株式会社シンテック 茨城県牛久市久野町１５３４ 代表取締役　神田　浩

E002100233 土地家屋調査士高安勝利事務所 茨城県水戸市千波町２０８３－６ 　高安　勝利

E002100234 株式会社ｓｃａｌｅ一級建築士事務所 茨城県水戸市見川２－８７－２ 代表取締役　関　康彦

E002100235 土地家屋調査士　田中伸幸事務所 茨城県水戸市愛宕町１０－２３ 事業主　田中　伸幸

E002100236 株式会社テックサーベイ 茨城県水戸市千波町２０８３－６ 代表取締役　高安　勝利

E002100237 つくば技術株式会社 茨城県つくば市大砂４６２－１ 代表取締役　佐藤　里美

E002100238 ｓａｍｕｒａｉーａｒｃｈｉｔｅｃｔ 茨城県つくば市千現２－１－６つくば研究支援センターＡ－３０ 代表　宮本崇雄 有 本店 茨城県つくば市千現２－１－６　つくば研究支援センターＡ－３０ 代表　宮本　崇雄

E002100239 武智測量設計株式会社 茨城県土浦市富士崎１－１４－１９ 代表取締役　武智　英利

E002100240 株式会社ヤモリ 茨城県つくば市上ノ室９６７－１ 代表取締役　飯田　貴之

E002100241 株式会社清水建設 茨城県那珂市菅谷５１７－１ 代表取締役　清水　洋一

E002100242 株式会社沼崎商事 茨城県稲敷郡美浦村受領４９－１ 代表取締役　船串　希雄

E002100243 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　野本　昌弘 有 つくば支店 茨城県つくば市東平塚７３０ 支店長　酒井　正晶

E002100244 朝日航洋株式会社 東京都江東区新木場４－７－４１ 代表取締役社長　加藤　浩士 有 水戸支店 茨城県水戸市城南１－７－５ 支店長　嶋村　和也

E002100245 株式会社日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－１９９－３ 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４－１９９－３ 取締役支社長　水井　寿則

E002100246 株式会社教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３－４－７ 代表取締役　飯田　順一 有 本社 東京都中央区日本橋本町３－４－７ 代表取締役　飯田　順一

令和５年４月１８日現在
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E002100247 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

E002100248 株式会社東京建設コンサルタント 東京都豊島区北大塚１－１５－６ 代表取締役　大村　善雄 有 茨城事務所 茨城県水戸市城南１－２－４３ 所長　根本　洋

E002100250 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　高橋　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

E002100251 株式会社総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋４－９－４ 代表取締役　木村　弘

E002100252 株式会社梓設計 東京都大田区羽田旭町１０－１１ 代表取締役社長　有吉　匡 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　海老原　悟

E002100253 株式会社建設環境研究所 東京都豊島区東池袋２－２３－２ 代表取締役　浦川　雅太

E002100254 国際航業株式会社 東京都新宿区北新宿２－２１－１ 代表取締役社長　土方　聡 有 水戸営業所 茨城県水戸市城南１－１－８ 所長　石井　正邦

E002100255 日本測地設計株式会社 東京都新宿区高田馬場３－２３－６ 代表取締役　松崎　明毅 有 茨城支店 茨城県守谷市本町５３６－１ 支店長　太田　順一

E002100256 株式会社パスコ 東京都目黒区下目黒１－７－１ 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　鈴木　治之

E002100257 株式会社東京ランドスケープ研究所 東京都渋谷区本町１－４－３エバーグレイス本町１階 代表取締役　小林　新

E002100258 株式会社森緑地設計事務所 東京都港区芝５－２６－３０ 代表取締役　宮島　民男 有 水戸事務所 茨城県水戸市見川町２５６３－２６７－２－Ｉ 水戸事務所長　松尾　恒美

E002100259 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

E002100260 冨洋設計株式会社 東京都墨田区菊川２－２３－６ 代表取締役社長　富高　彰一 有 水戸営業所 茨城県水戸市千波町２３８７－３ 所長　小川　均

E002100261 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　澁谷　直樹 有 千葉事業部　茨城支店 茨城県水戸市北見町８－８ 支店長　長野　公秀

E002100262 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

E002100263 日本水工設計株式会社 東京都中央区勝どき３－１２－１ 代表取締役社長　細洞　克己 有 茨城事務所 茨城県水戸市谷津町細田１－２１ 所長　山口　浩二

E002100264 株式会社間瀬コンサルタント 東京都世田谷区喜多見９－４－７ 代表取締役　間瀬　哲 有 茨城営業所 茨城県取手市取手１－２－６ 所長　飯村　達也

E002100265 日本物理探鑛株式会社 東京都大田区中馬込２－２－１２ 代表取締役社長　石田　定 有 東関東支店 茨城県水戸市白梅３－１０－５　コーラルトップ１０８ 支店長　橋本　智

E002100266 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

E002100267 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　堀田　幸男

E002100268 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３－２０－６ 代表取締役　白鳥　愛介 有 茨城事務所 茨城県水戸市白梅１－９－５ 所長　高木　宏

E002100269 株式会社コーセツコンサルタント 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－３２－１３ 代表取締役　角田　五郎 有 茨城営業所 茨城県取手市戸頭１－９－１５ 所長　竹内　一男

E002100270 川崎地質株式会社 東京都港区三田２－１１－１５ 代表取締役　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

E002100271 株式会社環境管理センター 東京都八王子市散田町３－７－２３ 代表取締役社長　水落　憲吾 有 東関東支店 千葉県千葉市緑区おゆみ野５－４４－３ 支店長　永田　耕一

E002100272 株式会社久米設計 東京都江東区潮見２－１－２２ 代表取締役社長　藤澤　進

E002100273 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 代表取締役　楠本　良徳 有 水戸営業所 茨城県水戸市中央２－６－２９ 所長　森垣　洋輔

E002100274 第一航業株式会社 東京都杉並区和泉１－２２－１９ 代表取締役　曽野　哲人 有 北関東支社 茨城県土浦市東並木町３３２２－１ 支社長　大澤　一雄

E002100275 株式会社ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東２－３－２０ 代表取締役　吉津　洋一 有 茨城事務所 茨城県水戸市城南３－１０－１７ 所長　泉水　勇光

E002100276 大和測量株式会社 東京都渋谷区初台１－８－６ 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 営業所長　佐井　正人

E002100277 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２－６ 代表取締役社長　濱田　忠 有 茨城営業所 茨城県龍ケ崎市佐貫３－１０－７ 所長　布瀬　則雄

E002100278 株式会社協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 代表取締役　山本　満 有 茨城営業所 茨城県龍ケ崎市佐貫１－４－３ 所長　丸山　英雄

E002100279 第一測工株式会社 栃木県宇都宮市新町２－６－１０ 代表取締役社長　小堀　俊明

E002100280 アジア航測株式会社 東京都新宿区西新宿６－１４－１新宿グリーンタワービル 代表取締役　畠山　仁 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　冨高　淳司

E002100281 ランドブレイン株式会社 東京都千代田区平河町１－２－１０ 代表取締役　吉武　祐一 有 茨城事務所 茨城県つくば市研究学園４－３３－１２０ しょちょう　たなか　もときよ

E002100282 株式会社三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５－１６ 取締役社長　久野　格彦 有 東京支社 東京都豊島区北大塚１－１３－１７ 東京支社長　堀田　昇克

E002100283 若鈴コンサルタンツ株式会社 愛知県名古屋市西区中小田井５－４５０ 代表取締役　吉田　伸宏 有 東京支店 東京都豊島区東池袋３－９－７ 執行役員支店長　奥田　康博

E002100284 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

E002100285 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 東京都江東区亀戸１－５－７ 代表取締役　柳浦　良行 有 水戸支店 茨城県水戸市梅香２ー２ー４５ 支店長　小野澤　宏之

E002100286 株式会社ヤチホ 東京都新宿区市谷本村町３－２２ 代表取締役　井原　功 有 東関東支店 千葉県松戸市新松戸南１－４３４－１ 支店長　高橋　豊

E002100287 昭和株式会社 東京都北区上中里１－１１－８ 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

E002100289 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 取手営業所 茨城県取手市小堀３９５５ 取手営業所長　野木　丈史

E002100290 株式会社愛植物設計事務所 東京都千代田区神田猿楽町２－４－１１ 代表取締役　趙　賢一

E002100291 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１－８－６ 代表取締役社長　上田　直和 有 茨城事務所 茨城県水戸市城南２－５－４５ 所長　緑川　博文

E002100292 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　大村　仁 有 東京支社 東京都中野区本町１－３２－２ 支社長　西山　和宏

E002100294 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 代表取締役社長　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

E002100295 株式会社ケー・シー・エス 東京都文京区小石川１－１－１７ 代表取締役　宇野　昭弘 有 東京支社 東京都文京区小石川１－１－１７ 支社長　熊谷　慶一

E002100296 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 代表取締役社長執　木原　一行 有 茨城営業所 茨城県つくば市竹園２－１０－８ 茨城営業所長　大杉　達夫

E002100297 株式会社建設地盤 東京都荒川区東日暮里６－１８－４ 代表取締役　倉持　知二 有 水戸営業所 茨城県水戸市柳町１－１３－１１ 所長　堀江　直人

E002100298 株式会社トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町１－１３－３ 代表取締役　横井　輝明 有 茨城事務所 茨城県水戸市城南３－１０－１７ 茨城事務所所長　野入　博文

E002100299 株式会社都市計画研究所 東京都中央区日本橋蠣殻町２－１３－５ 代表取締役　佐藤　憲璋

E002100300 サンコーコンサルタント株式会社 東京都江東区亀戸１－８－９ 代表取締役　柿崎　勉 有 茨城営業所 茨城県水戸市笠原町９７２－４ 所長　益子　幸

E002100301 株式会社三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島６－２－４０ 代表取締役社長　山崎　義広 有 茨城事務所 茨城県水戸市酒門町３０３５－８ 所長　高本　英光

E002100302 興亜開発株式会社 東京都江東区新大橋１－８－２ 代表取締役　桑山　正勝 有 茨城営業所 茨城県水戸市見川２－８６－１３ 所長　池田　拓也

E002100303 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２－３－５ 代表取締役　遊佐　浩幸 有 茨城営業所 茨城県水戸市三の丸３－３－１１－３０１ 所長　山際　賢一

E002100304 株式会社フケタ設計 栃木県宇都宮市大曽１－５－８ 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５－２－４　サンライズビル４階 統括所長　関口　隆夫

E002100305 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

E002100306 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　中村　哲己 有 茨城事務所 茨城県つくば市鬼ヶ窪１０４７－２７ 所長　佐々木　和哉

E002100307 株式会社中庭測量コンサルタント 東京都大田区蒲田５ー３８ー３ 代表取締役　渡邊　淳 有 茨城営業所 茨城県つくば市花畑２－９－１ 所長　松本　尚樹

E002100308 株式会社日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町２－５０ 代表取締役　岩田　博文 有 茨城営業所 茨城県水戸市五軒町２－１－２４－１０６ 所長　今西　太一
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E002100309 日本エンジニアリング株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－３ 代表取締役　堀内　博

E002100310 株式会社相和技術研究所 東京都品川区上大崎２－１８－１ 代表取締役　平野　尚久 有 千葉事務所 千葉県習志野市津田沼１－１５－１１－１０１ 所長　吉岡　和昭

E002100311 株式会社近代設計 東京都千代田区鍛冶町１－９－１６ 代表取締役　根本　顯 有 水戸営業所 茨城県水戸市中央２－８－８ 所長　佐藤　尚彦

E002100312 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２－８－７ 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　小関　款

E002100313 三洋テクノマリン株式会社 東京都中央区日本橋堀留町１－３－１７ 代表取締役社長　高畠　新 有 東京支社 東京都中央区日本橋堀留町１－３－１７ 支社長　丹羽　宏之

E002100314 株式会社地盤調査事務所 東京都日野市万願寺３－５０－８ 代表取締役　今野　満

E002100315 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

E002100316 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　吉澤　成彦 有 水戸事務所 茨城県水戸市千波町１４２０－５ 水戸事務所長　野平　享

E002100317 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

E002100318 協和地下開発株式会社 千葉県流山市南流山２－２－３ 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　斎藤　隆士

E002100319 株式会社地質基礎 福島県いわき市常磐水野谷町亀ノ尾１７１ 代表取締役　平山　清重 有 水戸支店 茨城県水戸市中央２－８－８アシスト第２ビル７０２号 支店長　鹿熊　久則

E002100320 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　大竹　直子 有 茨城営業所 茨城県土浦市中央１－１２－５ 所長　堀田　由紀夫

E002100322 株式会社土質基礎コンサルタンツ 東京都北区西ヶ原１－４－５ 代表取締役　高松　一郎 有 茨城営業所 茨城県水戸市東前１－３７３ 営業所長　古堅　慎也

E002100323 日本都市技術株式会社 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 代表取締役　川口　一志 有 茨城事務所 茨城県つくば市鬼ケ窪１０４７－２７ 所長　保坂　茂

E002100324 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１－１４１ 代表取締役社長　池田　正 有 東京支社 東京都台東区東上野１－２８－１２ 取締役副社長東京　小林　厚司

E002100325 株式会社東京設計事務所 東京都千代田区霞が関３－７－１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

E002100326 中央開発株式会社 東京都新宿区西早稲田３－１３－５ 代表取締役社長　田中　誠 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

E002100328 復建調査設計株式会社 広島県広島市東区光町２－１０－１１ 代表取締役　來山　尚義 有 東京支社 東京都千代田区岩本町３－８－１５ 支社長　藤井　照久

E002100329 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　増田　博昭

E002100330 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　豊田　学

E002100331 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　原田　裕樹 有 茨城営業所 茨城県水戸市城南３－１６－１６　アシスト城南ビル 所長　篠崎　哲一

E002100332 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 茨城営業所 茨城県水戸市城南１－２－１０ 所長　大場　浩史

E002100333 株式会社桂設計 東京都新宿区榎町４３－１ 代表取締役社長　寺嶋　憲二 有 茨城事務所 茨城県水戸市元吉田町７５６－２－２ 所長　中山　究

E002100334 明治コンサルタント株式会社 北海道札幌市中央区南七条西１－２１－１ 代表取締役社長　原口　勝則 有 茨城営業所 茨城県土浦市港町２－５－１９－２１０ 所長　長島　修

E002100335 株式会社日本水道設計社 東京都千代田区三番町１ 代表取締役　堀　安弘 有 茨城営業所 茨城県水戸市東野町６２１－６ 所長　橋本　洋一

E002100336 株式会社日水コン 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 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１－２－４３　水戸ＮＫＣビル 所長　永井　良一

E002100337 株式会社復建エンジニヤリング 東京都中央区日本橋堀留町１－１１－１２ 代表取締役社長　川村　栄一郎 有 茨城事務所 茨城県牛久市南１－２６－８ 所長　戸田　秀夫

E002100338 株式会社横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎２－２５－２ 代表取締役社長　鈴木　良典

E002100339 株式会社ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町３００ 代表取締役　野口　泰彦 有 茨城事務所 茨城県土浦市田中３－８－３２ 茨城事務所長　倉斗　泰

E002100340 株式会社双葉 東京都豊島区目白３－１４－８ 代表取締役　野崎　雄平 有 茨城支店 茨城県取手市寺田５００１－１０ 支店長　柿崎　啓二

E002100341 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

E002100342 株式会社東建ジオテック 埼玉県さいたま市浦和区仲町３－１３－１０ 代表取締役　越智　勝行 有 茨城営業所 茨城県水戸市白梅２－１０－３３ 所長　仲屋　昌幸

E002100343 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

E002100344 株式会社ゼンリン 福岡県北九州市小倉北区室町１－１－１ 代表取締役　高山　善司 有 東京第二支社 千葉県千葉市中央区南町２－１８－６ 支社長　福元　宏

E002100345 株式会社国際開発コンサルタンツ 東京都文京区小石川１－２８－１ 代表取締役　牧田　博之 有 水戸事務所 茨城県水戸市白梅１－２－３６ 所長　浅川　淳

E002100347 日本工営株式会社 東京都千代田区麹町５丁目４番地 代表取締役　新屋　浩明 有 茨城事務所 茨城県水戸市城南２－１－２０ 所長　高橋　明伸

E002100348 ジーアンドエスエンジニアリング株式会社 福岡県福岡市博多区東比恵３－２４－９ 代表取締役　児玉　和久 有 茨城営業所 茨城県取手市新町４－１１－１８マノー取手ヒルズ１０６ 所長　小松　真一朗

E002100349 国土防災技術株式会社 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 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　小林　修

E002100350 いであ株式会社 東京都世田谷区駒沢３－１５－１ 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３－８－３２ 所長　深井　仁

E002100351 中央コンサルタンツ株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内３－２２－１ 代表取締役　藤本　博史 有 東京支店 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 執行役員支店長　木津　淳弥

E002100352 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　國友　和広

E002100353 株式会社シン技術コンサル 北海道札幌市白石区栄通２－８－３０ 代表取締役　重清　祐之 有 北関東支店 群馬県佐波郡玉村町板井３１１－１ 支店長　佐藤　武彦

E002100354 エス・テ－・コンサルタント株式会社 東京都文京区本郷３－２９－６ 代表取締役　曽田　祐司 有 茨城営業所 茨城県取手市取手２－１８－３０ルックハイツ取手第２　５０４号 所長　戸野谷　倫司

E002100355 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　萩原　実樹

E002100356 株式会社東洋設計事務所 東京都文京区本郷３－６－６ 代表取締役　瀧田　和也 有 茨城出張所 茨城県水戸市酒門町４２３２－２８ 所長　森田　剛

E002100357 株式会社片平新日本技研 東京都文京区小石川２－２２－２ 代表取締役社長　保崎　康夫 有 東京本店 東京都文京区小石川２－２２－２ 東京本店長　保崎　康夫

E002100358 株式会社新環境設計 東京都文京区本郷４－９－１５ 代表取締役　荻原　正之

E002100359 株式会社丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区北区駅前町１－５－１８ 代表取締役　丸川　眞太郎 有 東京事務所 東京都文京区小石川５－４－１瑞穂第一ビル 取締役東京事務所　林　卓也

E002100361 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３－６－１８ 代表取締役社長　福島　宏治 有 茨城営業所 茨城県水戸市元吉田町６３１－２６－１０２ 所長　岩崎　行雄

E002100362 株式会社エックス都市研究所 東京都豊島区高田２－１７－２２ 代表取締役　大野　眞里

E002100363 株式会社安井建築設計事務所 大阪府大阪市中央区島町２－４－７ 代表取締役社長　佐野　吉彦 有 東京事務所 東京都千代田区平河町１－３－１４ 東京事務所長　井上　孝成

E002100364 日本工営都市空間株式会社 愛知県名古屋市東区東桜２－１７－１４ 代表取締役社長　吉田　典明 有 東京支店 東京都千代田区麹町４－２ 支店長　溝口　伸一

E002100365 株式会社大輝 東京都府中市武蔵台３－７－８ 代表取締役　冨所　三千男 有 茨城支店 茨城県水戸市石川２－４２７１－２ 支店長　堀江　欣一

E002100366 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２－４６４－１ 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

E002100367 株式会社ダイエーコンサルタンツ 東京都港区新橋６－４－９ 代表取締役　原島　滋 有 茨城営業所 茨城県土浦市烏山３－５３０－１７５ 営業所長　竹中　勇

E002100368 日本設計株式会社 神奈川県横浜市中区翁町１－４－５ 代表取締役　長瀧　信男

E002100369 株式会社地域計画連合 東京都豊島区北大塚２－２４－５－２Ｆ 代表取締役　江田　隆三

E002100370 ニチレキ株式会社 東京都千代田区九段北４－３－２９ 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　土田　悟

E002100371 新日本設計株式会社 長野県長野市稲葉２５６１ 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　岡澤　可人
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E002100372 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

E002100373 株式会社大宇根建築設計事務所 東京都町田市森野１－３３－１８幹ビル 代表取締役　宮地　洋樹

E002100374 株式会社東洋設計 石川県金沢市諸江町中丁２１２－１ 代表取締役　大嶋　庸介 有 水戸営業所 茨城県水戸市城南１－１－８ 営業所長　土佐　満

E002100375 株式会社鈴木建築設計事務所 千葉県松戸市南花島１－５－１１ 代表取締役　伊貝　聡司

E002100376 株式会社協和地質コンサルタント 埼玉県越谷市瓦曽根３－１１－３０ 代表取締役　安部　好司 有 茨城事務所 茨城県水戸市浜田１－１－４１ 所長　土屋　秀雄

E002100377 株式会社東京航業研究所 埼玉県川越市伊佐沼２８－１ 代表取締役　中本　直士

E002100378 三立調査設計株式会社 栃木県小山市大字大行寺９０３ 代表取締役　阿部　浩幸 有 古河支店 茨城県古河市下辺見２１４５－１０ 支店長　坂本　優

E002100379 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４－８－６ 代表取締役　大輪　英史 有 茨城営業所 茨城県取手市小堀３９５５－１ 所長　才口　隆之

E002100380 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３－２４－１２ 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

E002100381 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

E002100382 株式会社日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町３－１－８ 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　藤原　耕一

E002100383 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　須磨　重孝 有 茨城営業所 茨城県つくば市御幸が丘４３ 所長　伊藤　健二

E002100384 千葉エンジニアリング株式会社 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸２－１－３１ 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

E002100385 アクリーグ株式会社 栃木県小山市大字外城８１－９ 代表取締役　磯山　貴志 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

E002100386 株式会社土屋建築研究所 東京都新宿区西新宿６－１４－１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５－２０－１１　牛久駅前ビル 支所長　塙　仁

E002100387 株式会社松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合１－８－１２ 代表取締役　松下　充孝 有 東京支社 東京都練馬区石神井町１－２６－１３ 支社長　鈴木　正道

E002100388 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント 栃木県宇都宮市元今泉３－１８－１３ 代表取締役　荘司　和彦 有 茨城営業所 茨城県水戸市笠原町１０７４－１　ウェストハイツ２０１号 茨城営業所長　森田　良宏

E002100389 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１－１０－１０ 代表取締役　鳥居　光俊 有 つくば営業所 茨城県つくば市沼崎５５４－３ 所長　長澤　浩二

E002100390 トーカイテック株式会社 埼玉県さいたま市南区南本町１－８－９ 代表取締役　関亦　郁夫 有 茨城支社 茨城県取手市取手２－１８－３０－２０５ 支社長　末広　章夫

E002100391 ＡＩＳ総合設計株式会社 栃木県宇都宮市明保野町２－１０ 代表取締役　佐々木　宏幸 有 茨城営業所 茨城県常陸太田市塙町３６０１ 所長　矢野　安文

E002100392 株式会社ダイミック 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町８１－１４ 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 水戸営業所長　増渕　浩

E002100393 関東地質株式会社 東京都台東区上野３－２０－８ 代表取締役　高橋　昭二郎 有 茨城営業所 茨城県水戸市宮町１ー２ー４ＭＹＭビル　ＢＩＺＣＯＭＦＯＲＴ５号室 所長　高橋　利行

E002100394 株式会社ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽２－４－２４ 代表取締役　西村　志郎 有 茨城事務所 茨城県つくば市諏訪Ｃ１９街区１ 所長　須長　尚

E002100395 内外地図株式会社 東京都千代田区神田小川町３－２２ 代表取締役　五本木　秀昭

E002100396 平成理研株式会社 栃木県宇都宮市石井町２８５６－３ 代表取締役社長　秋元　和人 有 茨城営業所 茨城県常総市新石下３６１１ 所長　野尻　和成

E002100397 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４－１４－１７ 代表取締役　中尾　毅 有 茨城営業所 茨城県笠間市東平４－５－６ 営業所長　橋本　佳宏

E002100398 株式会社内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２ 代表取締役　川本　雄三 有 東京事務所 東京都中央区八丁堀３－１２－８ 所長　小倉　謙二

E002100399 株式会社エイアンドティ建築研究所 東京都新宿区新宿１－３４－８ 代表取締役　増田　裕康

E002100400 株式会社中央ジオマチックス 東京都板橋区舟渡３－１５－２２ 代表取締役　田中　尚行

E002100401 株式会社フジヤマ 静岡県浜松市中区元城町２１６－１９ 代表取締役　藤山　義修 有 東京支店 東京都千代田区東神田２－６－７－３階 支店長　小杉　泰裕

E002100402 株式会社地域環境計画 東京都世田谷区桜新町２－２２－３ＮＤＳビル 代表取締役　高塚　敏

E002100403 株式会社　楠山設計 東京都千代田区神田小川町３－２０ 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３－１－１ 所長　高野　盛夫

E002100404 一般財団法人建設物価調査会 東京都中央区日本橋大伝馬町１１－８ 代表理事　北橋　建治

E002100405 太洋エンジニアリング株式会社 奈良県奈良市大宮町６－７－３ 代表取締役　池上　博明 有 東京支社 東京都千代田区内神田１－１４－５ 支社長　中野　晃治

E002100406 株式会社景観設計・東京 東京都品川区西五反田３－８－３　町原ビル６階 代表取締役　都田　徹

E002100407 北海道地図株式会社 北海道旭川市台場１条２－１－６ 代表取締役　小林　毅一 有 東京支店 東京都千代田区平河町２－６－１　平河町ビル 支店長　周藤　利通

E002100408 株式会社ＧＩＳ関東 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－７４－６ 代表取締役　大湯　能宏

E002100409 株式会社サナクト 埼玉県さいたま市浦和区常盤４－１－１浦和システムビルヂング 代表取締役　土屋　正

E002100410 株式会社日野 東京都世田谷区大原１－３６－１４ 代表取締役　今村　政夫

E002100412 宇都宮電子株式会社 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町４４－１６ 代表取締役　上吉原　均

E002100413 株式会社奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５－１５ 代表取締役　奥野　覚

E002100414 株式会社アール・アイ・エー 東京都港区港南１－２－７０ 代表取締役　梅澤　隆 有 東京本社 東京都港区港南１－２－７０ 本社長　梅澤　隆

E002100415 株式会社国設計 神奈川県横浜市中区相生町６－１０４ 代表取締役　江國　隆

E002100416 株式会社ティーネットジャパン 香川県高松市成合町９３０－１０ 代表取締役　木本　泰樹 有 東京支社 東京都港区芝浦（１丁目－１－１）浜松町ビルディング２８階 支社長　川田　宗徳

E002100417 電気興業株式会社 東京都千代田区丸の内３－３－１ 代表取締役社長　近藤　忠登史 有 中央営業部 東京都千代田区丸の内３－３－１ 中央営業部長　石出　琢郎

E002100419 国土情報開発株式会社 東京都世田谷区池尻２－７－３ 代表取締役　羽田　寛

E002100420 株式会社安藤設計 栃木県宇都宮市山本１－３－１４ 代表取締役　安藤　篤史

E002100421 株式会社アイコンサルタント 埼玉県狭山市大字北入曽１３６３－１ 代表取締役　小川　正幸 有 茨城営業所 茨城県牛久市上柏田３－６２－７ 所長　志藤　保之

E002100422 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

E002100423 新都市設計株式会社 埼玉県所沢市星の宮２－１－３３ 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

E002100424 株式会社共進補償コンサルタント 千葉県千葉市中央区今井２－１４－１３ 代表取締役　小柴　晴貴 有 つくば支店 茨城県つくばみらい市谷井田１８０４－２４ つくば支店長　江尻　将之

E002100425 一般財団法人日本消防設備安全センター 東京都港区西新橋３－７－１ 理事長　北崎　秀一

E002100429 一般社団法人埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町１４５０－１１ 代表理事　野口　裕司

E002100430 株式会社文化財工学研究所 東京都新宿区大久保３－９－５－１１３ 代表取締役　渡邊　保弘

E002100432 株式会社長大テック 東京都中央区日本橋蛎穀町１－２０－４ 代表取締役　松本　成敦 有 関東支店 茨城県つくば市東平塚７３０ 支店長　松本　幸生

E002100434 アールテックコンサルタント株式会社 東京都江東区枝川２－１３－１ 代表取締役社長　下田　雅樹

E002100435 株式会社駿府設計 東京都新宿区百人町１－１３－１ローズベイ新宿ビル 代表取締役　鶴橋　稔

E002100436 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　博美 有 茨城支所 茨城県つくば市上横場４４５－１ 支所長　石澤　克彦

E002100437 一般財団法人ＡＶＣＣ 東京都千代田区霞が関３－２－１ 理事長　久保田　了司
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E002100438 一般財団法人日本環境衛生センター 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０－６ 代表理事　南川　秀樹

E002100439 株式会社山田守建築事務所 東京都千代田区岩本町３－２－１ 代表取締役　宮原　浩輔

E002100440 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　渡辺　努

E002100442 株式会社エスイイシイ 東京都江東区佐賀１－１－１６ 代表取締役　佐藤　和美

E002100443 株式会社水環境プランニング 栃木県宇都宮市鶴田町４５３－１３１ 代表取締役　西谷　元則 有 茨城支店 茨城県水戸市けやき台３－６０－３　エミネントハイツ１０３ 支店長　大野　和良

E002100444 株式会社イ・エス・エス 東京都文京区小石川１－１－１７ 代表取締役　西谷　健

E002100445 株式会社無線放送設計事務所 神奈川県横浜市中区相生町１－１ 代表取締役　川端　竜美

E002100446 株式会社千都建築設計事務所 千葉県千葉市美浜区真砂３－１－２　千都ビル 代表取締役　山田　雅敏

E002100447 ビーム計画設計株式会社 岐阜県岐阜市加納栄町通７－３０ 代表取締役　久保　正美 有 東京支店 東京都港区芝浦１－１１－４ 支店長　田中　克典

E002100448 株式会社日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央１－１７－９ 代表取締役　愛須　友行

E002100449 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 取手営業所 茨城県取手市取手１－２－６－６０２ 所長　齊藤　和巳

E002100450 東京テクニカル・サービス株式会社 千葉県浦安市今川４－１２－３８－１ 代表取締役　吉池　航 有 茨城支店 茨城県稲敷市橋向１１８３－１ 支店長　多田　輝行

E002100451 日本測地株式会社 栃木県真岡市下高間木２－６－１２ 代表取締役　福田　雅之

E002100453 株式会社村井敬合同設計 東京都新宿区西新宿３－２０－２　東京オペラシティタワー 代表取締役　村井　敬

E002100454 有限会社歴史環境研究所 埼玉県白岡市小久喜８７３－２ 代表取締役　菅野　進

E002100455 管清工業株式会社 東京都世田谷区上用賀１－７－３ 代表取締役　長谷川　健司 有 茨城営業所 茨城県水戸市渡里町２７１０－６ 所長　遠藤　光弘

E002100456 株式会社丸菱行政地図 東京都台東区池之端２－５－４１ 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

E002100457 株式会社北斗プラン 東京都板橋区成増１－３１－５　弥生ビル５階 代表取締役　浜口　信介

E002100458 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

E002100459 株式会社アールピーアイ栃木 栃木県宇都宮市鶴田町１３３３－１ 代表取締役　室井　洸人

E002100460 株式会社新居千秋都市建築設計 東京都目黒区祐天寺２－１４－１９　四宮ビル２階 代表取締役　新居　千秋

E002100461 株式会社カトウ建築事務所 千葉県千葉市中央区栄町３６－１０ 代表取締役　加藤　義道

E002100462 株式会社手島建築設計事務所 東京都港区芝１－１３－１６ 代表取締役社長　手島　誠

E002100464 株式会社綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町１－３０－５ 代表取締役　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

E002100466 株式会社東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋４－４１－２４ 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

E002100467 株式会社環境公害分析センター 栃木県宇都宮市問屋町３１７２－８５ 代表取締役　塚田　加代 有 つくば支店 茨城県つくば市榎戸８０７－１３１ 所長　高津戸　文太

E002100468 株式会社阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町２－２－１２ 代表取締役　湯浅　武夫 有 千葉支店 千葉県柏市松葉町５－５－２　９－１０２ 支店長　杉戸　誠

E002100469 東亜道路工業株式会社 東京都港区六本木７－３－７ 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　橋元　純

E002100470 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　桑原　知己

E002100471 毛管浄化システム株式会社 東京都板橋区中丸町１１－２ワコーレ要町ビル 代表取締役　木村　弘子

E002100472 株式会社日本構造橋梁研究所 東京都千代田区岩本町３－８－１５ 代表取締役　前田　晴人

E002100473 新日本環境調査株式会社 東京都世田谷区駒沢３－１５－１ 代表取締役　川岸　邦充

E002100474 株式会社エイテック 東京都渋谷区本町４－１２－７ 代表取締役　橘　義規 有 東日本支社 東京都渋谷区本町４－１２－７ 支社長　吉本　智彦

E002100475 株式会社ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５ 代表取締役社長　北村　彰秀 有 関東支社 千葉県船橋市本町３－３６－２８ 支社長　田平　健二

E002100476 株式会社浦野設計 愛知県名古屋市西区八筋町９０番地 代表取締役　浦野　廣高 有 東京本社 東京都千代田区神田駿河台２－１－２０ 東京本社長　酒井　浩次

E002100477 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　小林　祐太 有 茨城支店 茨城県水戸市城南１－６－１０ 支店長　井関　隆雄

E002100478 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２－１０－１４ 所長　長谷川　幸治

E002100479 株式会社シー・アイ・エス 栃木県宇都宮市平松本町１１３２－３ 代表取締役　吉田　隆

E002100480 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 茨城営業所 茨城県牛久市ひたち野西４－１７－２１ 所長　阪根　嘉穂

E002100481 株式会社ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山３－１－８ 代表取締役社長　加藤　朋行

E002100482 株式会社岡田新一設計事務所 東京都文京区春日１－１０－１ 代表取締役　津嶋　功

E002100483 株式会社保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町１－１１－９ 代表取締役　天野　勲

E002100484 有限会社　ウッドサークル 東京都中央区日本橋人形町２ー１６ー２ー４階 代表取締役　中田　英史

E002100485 一般財団法人日本開発構想研究所 東京都港区虎ノ門１－１６－４ 代表理事　阿部　和彦

E002100487 株式会社扇伸地質 千葉県柏市豊住１－１－５ 代表取締役　反田　一典

E002100488 株式会社ディナック中日本 山梨県甲府市里吉４－１２－５ 代表取締役　藤田　尚晋

E002100489 株式会社徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５－１４ 代表取締役　徳岡　浩二 有 東京事務所一級建築士事務所 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７新宿富久ビル 東京事務所長　角田　隆弘

E002100490 株式会社静環検査センター 静岡県藤枝市高柳２３１０ 代表取締役　徳田　茂 有 東京支店 東京都文京区後楽１－２－８　後楽１丁目ビル６Ｆ 支店長　古閑　伸也

E002100491 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

E002100492 株式会社久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町３－１１ 代表取締役　久慈　竜也 有 東京支社 東京都千代田区西神田２－５－２　ＴＡＳビル５階 東京支社長　千葉　聡

E002100493 株式会社国際創建コンサルタント 千葉県千葉市中央区新田町５－１０ 代表取締役　吉牟田　広

E002100494 株式会社オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野４－４０－１ 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１３７５－７ 所長　木村　成邦

E002100495 株式会社時設計 東京都中央区東日本橋３－１２－１１アヅマビル 代表取締役　菊地　圭介

E002100496 株式会社富士技術サービス 千葉県野田市尾崎３２－１ 代表取締役　渡辺　司

E002100497 株式会社エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央１－６－１１ 代表取締役　岡本　伸康 有 千葉事務所 千葉県市川市鬼高２－１０－１　ＡＫレジデンス１０２号 所長　荒川　三基男

E002100498 株式会社山下設計 東京都中央区日本橋小網町６ー１ 代表取締役社長　藤田　秀夫

E002100499 日本都市整備株式会社 神奈川県横浜市西区北幸２－８－２９　東武横浜第３ビル４Ｆ 代表取締役　清水　雄

E002100500 株式会社プライムプラン 群馬県前橋市元総社町１４２－１ 代表取締役　眞壁　信二

E002100501 株式会社三進 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台５－１３－２ 代表取締役　生井　洋介 有 本店 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台５－１３－２ 代表取締役　生井　洋介
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E002100502 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

E002100503 株式会社宮建築設計 徳島県徳島市福島１－５－６ 代表取締役　宮本　博 有 東京支店 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 支店長　宮本　浩作

E002100504 株式会社シアターワークショップ 東京都渋谷区神宮前６－２３－３ 代表取締役　伊東　正示

E002100505 株式会社エスビイデー 栃木県小山市中央町３－５－４さかなやビル２階 代表取締役　皆川　祥子

E002100506 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　北　哲弥 有 水戸支店 茨城県水戸市笠原町１５７１－３ 支店長　玉木　秀幸

E002100507 株式会社ＭＣエバテック 兵庫県尼崎市潮江１－２－６ 代表取締役　草野　晋平 有 分析事業部　つくば営業所 茨城県つくば市観音台１－２５－１４ 所長　田中　賢二

E002100508 有限会社小泉アトリエ 神奈川県横浜市中区相生町３－６３ 取締役　小泉　京子

E002100510 横浜ウォーター株式会社 神奈川県横浜市中区相生町６－１１３ 代表取締役　鈴木　慎哉

E002100511 東亜測地株式会社 埼玉県春日部市米島３４９－３ 代表取締役　平岡　将征

E002100512 株式会社東鳳電通設計事務所 青森県青森市青葉１－２－１１　ルグラン奥野Ａ－７ 代表取締役　江利山　光彦 有 東京支店 東京都品川区大井１－９－５　大井町ＲＥビル４階 支店長　江利山　竹嗣

E002100513 社会システム株式会社 東京都渋谷区恵比寿１－２０－２２ 代表取締役　小泉　健一

E002100514 平田建築設計株式会社 兵庫県西宮市戸田町５－１６ 代表取締役　平田　裕之

E002100515 株式会社遠藤克彦建築研究所 東京都中央区日本橋堀留町１－９－６　堀留ゼネラルビル４階 代表取締役　遠藤　克彦

E002100516 株式会社日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１－３４－１４ 代表取締役　濱田　幸一

E002100518 株式会社環境総合研究所 埼玉県川越市鴨田５９２－３ 代表取締役　吉田　裕之 有 北関東支社 茨城県水戸市堀町１１１５－５ 北関東支社長　藤生　雅喜

E002100519 株式会社ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０－１７ 代表取締役　西倉　哲夫 有 東京本部 東京都港区港南２－１２－２３ 取締役執行役員　横山　尚樹

E002100520 株式会社環境デザイン設計事務所 東京都新宿区新小川町５－６ティーアイビル２０１号 代表取締役　小川　紀

E002100521 株式会社サンビーム 東京都千代田区神田三崎町３－２－８　グランバレー三崎町２階 代表取締役　石川　和男

E002100522 公共地研株式会社 埼玉県川口市戸塚３―２５―２７ 代表取締役　鈴木　孝雄 有 水戸営業所 茨城県水戸市袴塚１－７－３ 営業所長　小森　健二

E002100523 株式会社キミコン 代表取締役　木水　淳文 有 千葉支店 千葉県千葉市中央区長洲２－７－１９ 支店長　沼本　健司

E002100524 有限会社日本建築研究所 千葉県流山市鰭ケ崎字宮後１３２１－１クレスト南流山１０６号 代表取締役　古川　敏夫

E002100525 共同設計株式会社 大阪府大阪市北区西天満５－１０－１４ 代表取締役　飯田　精三 有 東京事務所 東京都新宿区南元町１９ 代表者　飯田　健太郎

E002100527 株式会社大建設計 大阪府大阪市西区京町堀１－１３－２０ 代表取締役社長　菅野　尚教 有 東京事務所 東京都品川区東五反田５－１０－８ 執行役員所長　中村　光邦

E002100528 シーラカンスケイアンドエイチ株式会社 東京都杉並区永福２－２３－５ 代表取締役　堀場　弘

E002100529 三和航測株式会社 東京都練馬区豊玉北６－１５－１４ 代表取締役　大西　錦城 有 北関東支社 茨城県水戸市城南２－１５－１６水戸フレールビル 支社長　友田　博

E002100530 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 東京都新宿区四谷本塩町４―４０ 所長　神田　貴幸

E002100531 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　真崎　洋三

E002100532 株式会社　プレック研究所 東京都千代田区麹町三丁目７番地６ 代表取締役社長　杉尾　大地

E002100533 株式会社新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１－２３ 代表取締役社長　市森　友明 有 茨城営業所 茨城県水戸市笠原町１１９１－２斉藤第一ビル 所長　大西　克明

E002100534 株式会社シーラカンスアンドアソシエイツ 東京都渋谷区恵比寿西１ー２０ー５ 代表取締役　赤松　佳珠子

E002100535 株式会社サポート 東京都台東区台東４－２９－８ 代表取締役　佐藤　清文

E002100536 株式会社三協技術 宮城県仙台市青葉区国分町３ー８ー１４ 代表取締役　高橋　郁 有 茨城営業所 茨城県東茨城郡城里町那珂西２５３６－１ 所長　寺門　千寿

E002100537 株式会社スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 代表取締役　北野　和孝 有 東日本支社 東京都江東区亀戸二丁目２７－７ 支社長　森本　武志

E002100538 東電用地株式会社 東京都荒川区西日暮里２－２５－１ 代表取締役　小河原　克実 有 茨城支社 茨城県水戸市城南１－１－６ 支社長　赤津　克知

E002100539 株式会社ジャイロアーキテクツ 東京都渋谷区恵比寿一丁目２０番２２号三富ビル７階 代表取締役　山本　剛弘

E002100540 株式会社弘洋コンサルタンツ 三重県松阪市山室町３２１０－４５ 代表取締役　野口　幸子 有 東京支店 東京都千代田区永田町２－１４－２　山王グランドビル４１２ 支店長　河野　栄司

E002100541 株式会社翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２４－１５ 代表取締役　貴船　美彦

E002100542 株式会社一測設計 岩手県一関市萩荘字竹際３３－５ 代表取締役　藤原　勝広 有 郡山支店 福島県郡山市喜久田町松ヶ作１６－１７５ 支店長　熊谷　賢一

E002100543 有限会社日本交通流動リサーチ 愛知県名古屋市名東区一社２－３０　東名グランドビル８階 代表取締役　井上　英明 有 茨城事務所 茨城県つくば市梅園２－１－１５　スプリングテックつくばビル４０１ 茨城事務所長　安田　健志

E002100544 株式会社高橋一平建築事務所 東京都大田区中央４－３６－１ 代表取締役　高橋　美をり

E002100545 株式会社杉原設計事務所 東京都新宿区新宿１－２０－１３ 代表取締役　山崎　修一

E002100546 東京テレメッセージ株式会社 東京都港区西新橋２－３５－２ 代表取締役　清野　英俊

E002100548 システム企画設計株式会社 宮城県仙台市宮城野区東仙台５－２１－６７ 代表取締役　鈴木　徹男

E002100549 株式会社アコード 大阪府大阪市西区京町堀１－１０－１４ 代表取締役　福留　純子

E002100551 株式会社総合環境分析 神奈川県横浜市緑区鴨居１－１３－２ 代表取締役　石渡　壮 有 北関東支社 群馬県邑楽郡邑楽町中野１２７－６ 支社長　中村　和弘

E002100552 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 東京都渋谷区神山町４－１４ 代表取締役社長　野口　周一 有 地域事業本部　関東甲信越業務部 東京都渋谷区神南１－４－１ 部長　夏目　敬久

E002100553 株式会社臼田設計 茨城県土浦市下高津１－１９－１０ 代表取締役　臼田　恭士

E002100554 株式会社福富建築設計事務所 茨城県古河市松並１－２１－２４ 代表取締役　福富　好一

E002100555 株式会社アーバン・アプレイザル 茨城県土浦市港町１－４－１９ 代表取締役　木崎　誉史

E002100556 株式会社小泉建築設計事務所 茨城県つくば市春日４－１－１２第二芳村ビル３０２号 代表取締役　小泉　芳男

E002100557 株式会社城西測量設計 茨城県筑西市玉戸１３３６－１５６ 代表取締役　鈴木　一幸

E002100558 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

E002100559 有限会社日栄技術コンサルタント 茨城県土浦市下高津１－４－１７－２０１ 代表取締役　坂元　秀雄

E002100560 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

E002100561 株式会社ｆｏｕｎｄ　ｓｔｕｄｉｏ 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘２－４－１ 代表取締役　外山　太一

E002100563 株式会社緑景 大阪府大阪市中央区上汐１－４－６ 代表取締役　瀬川　勝之 有 東京事務所 東京都台東区東上野２－９－１ 所長　中　茂政

E002100564 株式会社アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１－１３ 代表取締役　今井　久登 有 茨城営業所 茨城県守谷市ひがし野２－１４－５ 所長　小林　賢一

E002100566 株式会社シティ・プランニング 東京都江東区門前仲町２－２－８ 代表取締役　前原　行雄

E002100567 東京システム特機株式会社 東京都千代田区飯田橋４－５－１１ 代表取締役　吉田　光男
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E002100568 株式会社環境総合リサーチ 京都府相楽郡精華町光台二丁目３番９ 代表取締役　西山　勝栄 有 茨城営業所 茨城県つくば市鬼ケ窪１０４７－２７ 営業所長　森田　誠

E002100569 ユーロフィン日本環境株式会社 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１－１３ 代表取締役　木村　克年

E002100570 株式会社黒川紀章建築都市設計事務所 東京都千代田区麹町４－２－７ 代表取締役　下條　哲成

E002100572 株式会社ｉｈｒｍｋ 東京都港区三田５－１０－２はつせ三田１０２ 代表取締役　井原　正揮

E002100573 株式会社インデックスコンサルティング 東京都港区虎ノ門４－３－１ 代表取締役　植村　公一

E002100574 野村設計事務所 茨城県常総市新石下１６３１ 代表　野村　孝

E002100575 株式会社エス・ディ・ワークス 茨城県水戸市笠原町２８８－１２ 代表取締役　和田　則男

E002100576 永井不動産鑑定 茨城県稲敷郡阿見町若栗１９３２番地２ 　永井　匡

E002100577 株式会社佐藤総合計画 東京都墨田区横網２－１０－１２ 代表取締役　細田　雅春

E002100578 株式会社中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡３－３－７７　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 代表取締役　笠松　英昭 有 守谷事務所 茨城県守谷市松前台１－２３－５ 所長　坂井　達郎

E002100579 東日設計コンサルタント株式会社 岩手県盛岡市向中野３－５－４６－１０１号 代表取締役　齊藤　勇藏 有 埼玉営業所 埼玉県さいたま市浦和区岸町４－２６－１９　新井ビル　３０３号 所長　斎藤　有美

E002100584 株式会社宮崎補償鑑定 茨城県龍ケ崎市佐貫３－１１－５ 代表取締役　宮崎　いつ子

E002100585 株式会社東朋エンジニアリング 東京都文京区水道一丁目５番２４号マルワイビル 代表取締役　小見山　誓雄 有 古河営業所 茨城県古河市北町６番５５号 所長　豊田　悠輔

E002100586 株式会社テクノプロ・コンストラクション 東京都港区六本木６－１０－１ 代表取締役　関和　達也 有 生産設計支店 東京都新宿区西新宿１－８－１　新宿ビルディング４Ｆ 支店長　田村　拓也

E002100587 さくらがわ鑑定 茨城県つくば市上ノ室１６３１－３　Ｓｅｒｅｎｏ１０６号 　梅井　祐一

E002100588 株式会社アレックス 富山県富山市下奥井１－２０－６ 代表取締役　東　聡宏

E002100589 株式会社サンキヨウ技研 茨城県つくば市台町３－８－２６ 代表取締役　西村　勝弘

E002100590 株式会社大貫測量設計 茨城県東茨城郡茨城町小鶴１１５－１ 代表取締役　大貫　淳司

E002100591 コーワ技研株式会社 茨城県つくば市上郷８０７６－２ 代表取締役　青木　文男

E002100592 有限会社鹿島測量 茨城県鉾田市柏熊９０２－２３ 取締役　山口　昌男

E002100593 株式会社常陸設計 茨城県那珂市額田北郷５７０－５ 代表取締役　木村　武二

E002100594 つくば不動産研究所 茨城県つくば市竹園２－１４－１７ 代表　外山　茂樹

E002100595 株式会社つくばエンジニアリング 茨城県つくば市吉沼１１２２－５ 代表取締役　岩岡　聖一

E002100596 有限会社龍測社 茨城県龍ケ崎市佐貫町３２１ 取締役　山村　健一

E002100597 高橋建築構造設計室 茨城県土浦市田中１－１－４ ダミー　高橋　優

E002100598 株式会社須藤設備事務所 茨城県水戸市河和田町３０３８－１３ 代表取締役　須藤　義男

E002100599 株式会社トーホー測研 茨城県石岡市嘉良寿理２１５ 代表取締役　島田　裕一

E002100600 株式会社ヤマニ 茨城県行方市麻生３５５ 代表取締役　坂本　龍弥

E002100601 茂木建築設計事務所 茨城県神栖市矢田部５８０７ 　茂木　勉

E002100602 ＲＥＡ増田不動産鑑定事務所 茨城県坂東市岩井４３５５－１０ 代表者　増田　潤志

E002100603 有限会社フドウ測量設計 茨城県龍ケ崎市姫宮町２５３－１ 取締役　石塚　茂樹

E002100604 ＮＯＢ．建築設計企画室 茨城県土浦市大和町３－１５－１００２ 代表　上野　悦夫

E002100605 有限会社龍道技術サービス 茨城県筑西市木戸３７－２ 代表取締役　龍道　洋

E002100606 株式会社環境分析センター 茨城県水戸市河和田町４８６９番地 代表取締役　小林　英壽郎

E002100607 有限会社坂本測量 茨城県稲敷市佐倉３３２６－５ 代表取締役　坂本　至朗

E002100608 株式会社ロマネ鑑定 茨城県常総市菅生町１５１－２ 代表取締役　鈴木　信也

E002100609 村田建築都市研究所　一級建築士事務所 茨城県つくば市松代３－６－１４－Ｄ２０２ 　村田　栄理哉

E002100610 株式会社アクトプランニング 茨城県土浦市並木１－１３－１３ 代表取締役　中川　克昌

E002100611 石川賢一建築研究所 茨城県つくば市島名３０８－２ 　石川　賢一

E002100612 服部建築設計事務所 茨城県つくば市小田３２７７－５ 　服部　一男

E002100613 かんてい正希事務所 茨城県水戸市堀町４９番地の５ 　番匠　正樹

E002100614 ケン設計事務所 茨城県水戸市酒門町３２８８－１１ 代表　鈴木　健

E002100615 株式会社海老原設計事務所 茨城県取手市米ノ井１５７－５ 代表取締役　海老原　博

E002100616 株式会社ＴＥＣＨＲＥＶＯ 茨城県つくば市東光台５－１３－２１ 代表取締役　山本　剛大

E002100617 アーキ・アライブ一級建築士事務所 茨城県水戸市白梅４－１－１６　菊水マンション　１０２号室 代表　李　相鉄

E002100618 イガラシ綜業株式会社 茨城県日立市幸町２－８－６ 代表取締役　五十嵐　則夫

E002100619 共同測量株式会社 茨城県水戸市千波町３６９－１ 代表取締役　吉原　清寿

E002100620 株式会社安達建築設計事務所 茨城県水戸市中央２－８－８アシスト第２ビル３０１ 代表取締役　安達　智之

E002100621 アトリエ０３建築設計事務所 茨城県つくば市上ノ室５２６ 　岡野　貴之

E002100622 阿部興産株式会社 茨城県取手市新取手３丁目５－１５ 　阿部　元二

E002100623 株式会社藍建築事務所 茨城県つくば市竹園２－１０－２０ー４０１ 代表取締役　伊藤　孝

E002100624 株式会社あい造園設計事務所 東京都杉並区和泉３－４６－９　ＹＳ第一ビル 代表取締役　澁谷　雄一郎 有 茨城事務所 茨城県牛久市ひたち野西１－２１－４ 所長　橋本　明浩

E002100625 日本基礎技術株式会社 大阪府大阪市北区天満１－９－１４ 代表取締役　中原　巖 有 北関東営業所 群馬県前橋市高井町１－１４－１７ 所長　岡野　泰久

E002100626 大日コンサルタント株式会社 岐阜県岐阜市薮田南３－１－２１ 代表取締役　市橋　政浩 有 東京本社 東京都北区東田端２－１－３ 東京本社長　鶴ヶ崎　秋博

E002100627 株式会社コクドリサーチ 東京都多摩市馬引沢１－９－６ 代表取締役　崎川　修 有 茨城営業所 茨城県水戸市住吉町１４－８ 所長　崎川　晋介

E002100628 株式会社東畑建築事務所 大阪府大阪市中央区高麗橋２－６－１０ 代表取締役社長　米井　寛 有 本社オフィス東京 東京都千代田区永田町２－４－３ 常務執行役員代表　阿蘇品　尚士

E002100629 株式会社トータルメディア開発研究所 東京都台東区台東１－５－１ 代表取締役　山村　健一郎

E002100630 株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－４ 代表取締役　市山　勉

E002100631 埼玉測量設計株式会社 埼玉県さいたま市浦和区常盤９－５－８ 代表取締役　小山　祥史
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E002100632 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 東京都中央区東日本橋１－８－１ 代表取締役社長　黒田　吉広 有 茨城支店 茨城県水戸市北見町８－８ 支店長　井端　貴広

E002100633 株式会社エース 京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町２０５ 代表取締役　松川　統久 有 茨城営業所 茨城県水戸市元吉田町２７６ー５ 所長　伊藤　佳高

E002100634 株式会社東和テクノロジー 広島県広島市中区広瀬北町３－１１ 代表取締役　友田　啓二郎 有 東京支店 東京都中央区日本橋１－２－１０（次のビルを除く） 支店長　藁田　純

E002100635 三和電子株式会社 東京都千代田区神田猿楽町２－１－６ 代表取締役社長　鍋田　政志

E002100636 株式会社流通研究所 神奈川県厚木市寿町１－４－３－２ 代表取締役　村上　充

E002100637 株式会社寺田大塚小林計画同人 神奈川県横浜市中区山下町１９３昭和シェル山下町ビル６Ｆ 代表取締役　寺田　芳朗

E002100638 株式会社グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場１－１７－１１ 代表取締役　岡村　雅明 有 東京事務所 東京都北区田端新町３－１４－４ 所長　中井　裕典

E002100639 一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター 千葉県千葉市中央区中央港１－１２－１１ 理事長　水野　喜一郎

E002100640 株式会社ファインコラボレート研究所 東京都港区元赤坂１－１－１５ニュートヨビル 代表取締役　望月　伸一

E002100641 株式会社復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町１－７－２５ 代表取締役　菅原　稔郎 有 東京支店 東京都千代田区内神田２－１６－９ 支店長　菅原　大輔

E002100642 越前屋試錐工業株式会社 北海道札幌市白石区栄通８－１－１５ 代表取締役　牧野　良基

E002100643 株式会社山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町８－１聖路加タワー２９階 代表取締役　丸山　優子

E002100644 株式会社佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木２－２７－１５　高栄ビル 代表取締役　長井　隆志

E002100645 株式会社高橋茂彌建築設計事務所 静岡県静岡市葵区西千代田町２９－３０ 代表取締役　高橋　辰弥 有 東京事務所 東京都港区麻布台１－６－１０　パークハビオ麻布台１５０１ 東京事務所長　望月　英宏

E002100646 有限会社ナスカ 東京都新宿区戸山３－１５－１ 代表取締役　古谷　誠章

E002100647 株式会社トラバース 千葉県市川市末広２－４－１０ 代表取締役　佐藤　克彦 有 つくば営業所 茨城県土浦市乙戸南３－１０－２３ 営業課長　坂本　孝夫

E002100648 トレンドデザイン株式会社 神奈川県横浜市港南区丸山台２－１－１ 代表取締役　嶋村　秀昭 有 茨城支店 茨城県つくば市二の宮３－８－３ 支店長　吉成　香

E002100649 株式会社森エンジニアリング 群馬県桐生市広沢町６－２６８－１ 代表取締役　森　末廣

E002100650 株式会社ティーハウス建築設計事務所 兵庫県神戸市中央区元町通６－７－１０－５０３ 代表取締役　槻橋　久仁子

E002100651 株式会社森京介建築事務所 東京都渋谷区東京都渋谷区代々木１－２－９ 代表取締役　森　実

E002100652 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

E002100653 有限会社香山建築研究所 東京都文京区本郷２－１２－１０ 代表取締役　長谷川　祥久

E002100654 株式会社中央クリエイト 東京都新宿区早稲田町８１ 代表取締役　根岸　政夫 有 東京支店 東京都中野区中央５－２－１ 支店長　伊東　毅

E002100655 株式会社サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里２－４０－１０ 代表取締役　藤澤　士朗

E002100656 環境未来株式会社 長野県松本市大字和田４０１０ー５ 代表取締役　佐倉　正晃

E002100657 株式会社ランド・コンサルタント 東京都豊島区北大塚２－２７－３ 代表取締役　長尾　圭司 有 本社 東京都豊島区北大塚２－２７－３ 営業本部長　佐々木　均

E002100658 株式会社昭和設計 大阪府大阪市北区豊崎４－１２－１０ 代表取締役社長　梶山　卓二 有 東京事務所 東京都港区芝浦３－１６－２０ 取締役所長　鳥居　久人

E002100659 エリアブライト株式会社 埼玉県越谷市赤山町３－２６３－８ 代表取締役　山田　風悟

E002100660 株式会社空間デザイン 大阪府吹田市垂水町３－２４－１－４０２ 代表取締役　阿部　弘明 有 東京事務所 東京都豊島区巣鴨４－１３－１９－２Ｆ 東京事務所長　阿部　薫

E002100661 株式会社アトラスワークス 東京都中央区日本橋２－１－１７丹生ビル２階 代表取締役　幸田　浩明

E002100662 株式会社塩崎テクノブレイン 埼玉県久喜市本町４－５－３７ 代表取締役　折原　俊昭

E002100663 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１－１１－１ 代表取締役　中野　宇助 有 茨城営業所 茨城県つくば市竹園２－１０－８ 所長　市川　賢二

E002100664 株式会社坂倉建築研究所 東京都港区赤坂９－６－１４ 代表取締役　大木　健逸

E002100665 株式会社エープラニング 東京都杉並区上荻１－１５－１ 代表取締役　原口　浩如

E002100666 株式会社アトリエ・トルカ 東京都世田谷区代沢２－１６－７－１ 代表取締役　中村　亮太
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