令和4年度 測量・建設コンサルタント等業務一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

No.

商号又は名称

役職名

代表者氏名

令和4年4月現在
所在地

京丹後市

1 株式会社アース・アナライザー

代表取締役 荒木 寿徳

京都府綾部市渕垣町蛭子谷27-1

2 株式会社アース・プロジェクト

代表取締役 齊藤 啓子

京都府京都市左京区浄土寺下南田町37

3 株式会社アーステック東洋

代表取締役 中井 卓巳

京都府京都市伏見区醍醐西大路町44-32

4

所長

井上 伸吾

京都府福知山市篠尾137-6 2Ｆ

5 株式会社アール・アイ・エー 大阪支社 支社長

川田 啓一

大阪府大阪市北区堂山町3－3

6 株式会社アイ・ディー・エー 大阪事業部 事業部長

小林 信勝

大阪府大阪市中央区島之内1-17-12

7 株式会社ＩＮＡ新建築研究所 西日本支社 支店長

北 伸一朗

大阪府大阪市淀川区西宮原1-5-33

8 株式会社アイプラス設計事務所

代表取締役 米田 啓一

大阪府大阪市中央区常盤町1-4-12

9 株式会社アクセス 京都営業所

所長

京都府木津川市木津瓦谷18-8

株式会社アーバンパイオニア設計 福知山事務所

10 株式会社アコード

西川 誉英

代表取締役 福留 純子

大阪府大阪市西区京町堀1-10-14

11 朝日航洋株式会社 西日本空情支社 支社長

田中 善治

大阪府吹田市垂水町3-35-31

12 アサヒコンサルタント株式会社 京都営業所 所長

岩﨑 秀和

京都府京丹後市峰山町杉谷990

13 アジア航測株式会社 京都支店

土川 忠士

京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552

14 株式会社アズクリエイト 京丹後営業所 所長

麻畠 克司

京都府京丹後市峰山町荒山179-3 エストピアコートNO2 203号

15 株式会社梓設計 関西支社

菅根 義明

大阪府大阪市北区大淀中1-1-90 梅田スカイビルガーデンファイブ

寺本 尚樹

京都府京都市中京区御幸町通丸太町下ル毘沙門町553

支店長

常務執行役員支社長

16 株式会社阿波設計事務所 京都支店 支店長
17 株式会社イ・エス・エス

代表取締役 西谷 保

東京都文京区小石川1-1-17

18 株式会社イースペース設計 京都設計室 室長

高橋 茂

京都府京丹後市大宮町延利96

19 株式会社石居設計 京都営業所

北田 公祐

京都府京都市南区八条内田町60-6

営業所長

20 株式会社石本建築事務所 大阪オフィス オフィス代表 谷口 嘉彦

大阪府大阪市中央区南本町2-6-12 サンマリオンＮＢＦタワー

21 株式会社板垣建築事務所

代表取締役 板垣 美一

大阪府大阪市浪速区日本橋東2-9-16

22 井田測量設計株式会社

代表取締役 井田 知孝

京都府京都市山科区勧修寺閑林寺209

23

代表理事

梅山 宏

京都府京都市山科区御陵大津畑町43-22 タウンズホワイト1F

代表者

平松 繁男

京都府京丹後市久美浜町836-3

企業組合 一級建築士事務所 ひと・まち設計

24 一級建築士事務所アルファ設計

25 有限会社一級建築士事務所コア建築事務所 代表取締役 羽生田 英雄 京都府京都市西京区大原野東境谷町1-3
26 株式会社一信社

代表取締役 百合口 賢次 京都府京都市中京区烏丸通丸太町下る大倉町201

27 いであ株式会社 大阪支社

常務取締役支社長

冨士原 優次 大阪府大阪市住之江区南港北1-24-22

28 株式会社伊藤・梅原建築設計事務所 代表取締役 高橋 宏

京都府福知山市字長田768-1

29 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 大阪支店 大阪支店長 浅野 賢治

大阪府大阪市中央区北浜1-1-10

30 株式会社イビソク 関西支店

支店長

野澤 直人

京都府京都市伏見区竹田田中殿町86

31 株式会社ウエスコ 京丹後営業所

所長

松島 友久

京都府京丹後市網野町島津3012

32 株式会社ヴェネックス

代表取締役 中尾 康彦

33 株式会社潮技術コンサルタント 京都事務所 所長

和多 昌秀

兵庫県養父市大屋町大屋市場4
京都府宇治市槇島町薗場33

34 有限会社梅田設計事務所

代表取締役 梅田 徹

京都府京丹後市峰山町上41

35 株式会社浦野設計 関西支社

取締役支社長 庄 幸雄

大阪府大阪市中央区谷町2-2-20

36 株式会社浦辺設計

代表取締役 西村 清是

大阪府大阪市中央区北浜2-1-26 北浜松岡ビル内

37 株式会社エイテック 京都営業所

所長

市原 隆史

京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町121

38

所長

西浦 正富

京都府福知山市篠尾新町1-77-2

株式会社エイト日本技術開発 福知山営業所

39 株式会社栄和設計事務所

取締役社長 川野 達彦

大阪府大阪市福島区福島5-17-21

40 株式会社エース 京丹後営業所

所長

京都府京丹後市峰山町杉谷990 峰山丹海荘306

岡村 武治
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41 株式会社エオネックス

代表取締役 市山 勉

石川県金沢市東蚊爪町1-19-4

42 株式会社エス技建 広島営業所

営業所長

松田 知将

広島県広島市西区上天満町3-28 第二倉本ビル2階

43 株式会社エックス都市研究所 大阪支店 支店長

青野 肇

大阪府大阪市淀川区西中島5-9-1

44 株式会社エヌ・イーサポート 大阪支店 支店長

大下 展正

大阪府大阪市西淀川区姫島5-4-10

45

支店長

井上 雅人

京都府京都市中京区壬生東淵田町22

46 エヌエス環境株式会社 西日本支社 支社長

鈴木 拓哉

大阪府吹田市垂水町2-36-27

47 株式会社ＮＪＳ 京都出張所

所長

伊藤 泰二

京都府宮津市文珠179-1

48

ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 福知山営業所

所長

平野 孝志

京都府福知山市厚中町94

49

株式会社ＮＴＴファシリティーズ 関西事業本部

取締役関西事業本部長

餅 浩志

大阪府大阪市西区土佐堀1-4-14

50

株式会社エフウォーターマネジメント 京都事務所

所長

中田 秀明

京都府京都市中京区東洞院通り蛸薬師下ルエステートビル四条烏丸5F

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 京都支店

51 株式会社エルクコンサルタント

代表取締役 河野 陽子

52 株式会社エンタコンサルタント 京都営業所 所長

大西 英樹

兵庫県神戸市中央区御幸通4-2-9
京都府京丹後市峰山町杉谷立長990

53 株式会社遠藤克彦建築研究所

代表取締役 遠藤 克彦

東京都港区浜松町1-9-11 大鵬ビル4Ｆ

54 応用地質株式会社 京滋営業所

営業所長

矢野 利幸

滋賀県大津市京町4-4-23

55 大阪エンジニアリング株式会社 京都支店 支店長

伊波 克己

京都府福知山市篠尾新町3-113 コーポレートハウス吉晃201

56 株式会社大阪水道工業会研究所 京都支社 支社長

林 久生

京都府京都市西京区川島有栖川町90-2

57 株式会社オーシスマップ

代表取締役 魚本 崇

兵庫県養父市八鹿町八鹿1264-11

58 株式会社オオバ 京都営業所

所長

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680

59 株式会社大町測量

代表取締役 大町 義明

京都府南丹市美山町静原宮ノ本23-1

60 岡田測量設計事務所

代表者

京都府宮津市字中野217

61 株式会社小河建築設計事務所

代表取締役 瓜生田 尚彦 大阪府大阪市中央区瓦町3-3-7 瓦町ＫＴビル

62

所長

西村 祐介

京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町121 美濃利ビル

63 オリジナル設計株式会社 京都北営業所 所長

大東 達也

京都府京丹後市網野町郷1196

64

児玉 明良

京都府京都市西京区大原野北春日町410-25

代表取締役 大西 眞二

京都府舞鶴市字上安久14-1 相生グリーンビル

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 京都事務所

株式会社オリンピアコンサルタント 京都営業所

65 株式会社オルサム
66

所長

開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店 執行役員支店長

藤本 靖央
岡田 英和

山本 良弘

大阪府大阪市北区南森町1-2-25

67 株式会社片山測量設計事務所

代表取締役 片山 貢一郎 京都府南丹市八木町八木杉ノ前42-2

68 川崎地質株式会社 西日本支社

支社長

69 株式会社環境技術研究所 京滋営業所 所長

小島 央彦

大阪府大阪市西区北堀江2-2-25

坂根 哲史

京都府京都市中京区笹屋町442-1-401

70 株式会社環境事業計画研究所

代表取締役 吉村 龍二

京都府京都市上京区多門町440-6

71 環境設計株式会社 京都事務所

所長

京都府福知山市前田1668-1

72 環境設計株式会社

代表取締役 中野 晋

73 株式会社環境総合リサーチ

代表取締役 竹松 伸一郎 京都府相楽郡精華町光台2-3-9

74 株式会社かんこう 京都支店

支店長

所 義和

京都府京都市中京区烏丸通三条上る場之町596 エスメラルダ709

75

株式会社関西エンジニヤリング 大阪営業所

所長

土橋 徹

大阪府大阪市淀川区西中島6-7-3 第6新大阪ビル3F

76

関西技術コンサルタント株式会社 京都北事務所

所長

平野 和志

京都府京丹後市久美浜町尉ヶ畑997-1

川村 一貴

大阪府大阪市中央区久太郎町1-4-2

77 株式会社関西コンサルタント

代表取締役 林 信行

78 株式会社関西シビルコンサルタント

代表取締役社長

79 株式会社関西総合鑑定所

代表取締役 細見 幸司

京都府京都市中京区烏丸通竹屋町下ル少将井町230-1

80 株式会社関西土木技術センター

代表取締役 竹内 功

京都府京都市伏見区竹田中島町5

坂本 保彦
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81 カンゼ航測株式会社

代表取締役 川本 雅彦

82 株式会社管総研

代表取締役社長

川久保 知一 兵庫県尼崎市浜1-1-1

83

所長

依田 茂明

京都府京丹後市峰山町杉谷小字立長990

84 株式会社技研 京都南営業所

所長

笹崎 大雄

京都府京田辺市花住坂3-22-14

85

所長

鉢呂 浩之

京都府京都市山科区竹鼻堂の前町46-4 オフィスセゾン3階B

86 キタイ設計株式会社 京都北事務所 所長

内藤 秀俊

京都府京丹後市峰山町杉谷990

株式会社キクチコンサルタント 京丹後営業所

基礎地盤コンサルタンツ株式会社 京都事務所

87 株式会社キノアーキテクツ

代表取締役 木下 由佳

88 株式会社教育施設研究所 大阪事務所

常務取締役所長

大阪府大阪市中央区南船場1-7-8

東京都新宿区下落合2-16-2

八田 利幸

大阪府大阪市北区東天満1-6-6

89 株式会社京都イングス 京丹後営業所 所長

大槻 健

京都府京丹後市峰山町杉谷立長990-209

90 共同設計株式会社 京都事務所

代表者

梅原 繁樹

京都府京都市伏見区新町11-358-10

91 株式会社京都空間研究所

代表取締役 松木 一恭

京都府京都市中京区御池通西洞院東入橋之町741-3 イトーピア上田御池ビル

92

理事長

京都府京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町439

公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会

93 株式会社共和技術研究所

宮坂 雅人

代表取締役 堀田 憲一

大阪府大阪市中央区南船場1-6-12

94 株式会社協和コンサルタンツ 京都営業所 所長

佐々木 泰輝 京都府京都市中京区西方寺町160-2

95 協和設計株式会社 京都事務所

所長

石田 成広

京都府京都市下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町441

96

株式会社極東技工コンサルタント 京丹後事務所

所長

田中 孝一

京都府京丹後市峰山町荒山179-3-101

97

近畿技術コンサルタンツ株式会社 京都事務所

所長

河内 吉彦

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680（インターワンプレイス烏丸Ⅱ）

98 近畿測地設計株式会社

代表取締役 塩見 吉伸

京都府福知山市字観音寺421

99

所長

京都府福知山市かしの木台3-59-5

株式会社キンキ地質センター 福知山営業所

山口 裕弘

100 近畿都市整備株式会社

代表取締役 弓場 昌治

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680

101 株式会社きんそく

代表取締役 奥野 勝司

京都府京都市南区上鳥羽大溝6

102 株式会社近代設計 大阪支社

支社長

大阪府大阪市中央区淡路町２－６－１１

103 株式会社空間創研

代表取締役 後藤 逸成

京都府京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺580-1

104 株式会社空間デザイン

代表取締役 阿部 弘明

大阪府吹田市垂水町3-24-1-402

105 株式会社空間文化開発機構

代表取締役 白石 建

大阪府大阪市中央区大手前1-4-12

106 株式会社国原技術 峰山営業所

営業所長

後守 智恵

京都府京丹後市峰山町杉谷990 峰山丹海荘210号室

107 株式会社久米設計 大阪支社

支社長

小牧 実豊

大阪府大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋

108 株式会社ＫＥＩＳＩＮ 京都営業所

所長

若林 建一

京都府木津川市相楽神後原30-24-201

109 株式会社ケイズ

代表取締役 熊井 隆裕

藤澤 弘幸

京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町474

110 京福コンサルタント株式会社 京丹後営業所 所長

千賀 憲二郎 京都府京丹後市丹後町大山1381

111 株式会社ＫＣコンサルタント 大阪営業所 所長

仲村 秀一

大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-5-1

112 株式会社建設技術研究所 京都事務所 所長

秋月 憲夫

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680

113 株式会社建綜研 京都事務所

代表取締役兼京都事務所所長

大岡 永知

京都府城陽市寺田水度坂117-14

114 株式会社上坂設計

代表取締役 上坂 成輝

大阪府大阪市北区太融寺町3-24

115 株式会社構造総合技術研究所

代表取締役 大久保 員良 大阪府東大阪市長田東3-2-27

116 ＫＯＨ＋建築事務所

所長

117 有限会社香山建築研究所

代表取締役 長谷川 祥久 東京都文京区本郷2-12-10

118 国際航業株式会社 京都支店

支店長

坪倉 孝幸

京都府京丹後市大宮町周枳2279-1 2F

山内 清文

京都府京都市下京区河原町通松原上ル二丁目富永町338（京阪四条河原町ビル）

119 株式会社国土開発センター 京都営業所 所長

田辺 文理

京都府福知山市昭和町64

120

山根 正

京都府福知山市末広町5-12

株式会社国土技術コンサルタント 福知山事務所

所長
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121 国土情報開発株式会社

役職名

代表者氏名

令和4年4月現在
所在地

京丹後市

羽田 寛

東京都世田谷区池尻2-7-3

122 国土防災技術株式会社 京都営業所 所長

片本 学

京都府福知山市篠尾新町3-79-2

123 株式会社コスモ 京都北支店

支店長

石田 剛

京都府京丹後市峰山町荒山58-5

124 コスモエンジニアリング株式会社

代表取締役 磯村 孝則

京都府宇治市宇治壱番120-1

125 株式会社五星 関西支社

支社長

藤村 俊幸

大阪府大阪市東成区中道3-17-12

126 株式会社小西設計

代表取締役 小西 敏子

大阪府大阪市西区立売堀1-12-16

127 株式会社コム・キューブ

代表取締役 内田 清次

京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町19-11 御池KSビル

128

所長

大門 憲司

京都府京田辺市河原里ノ内52-7

129 株式会社コンステック

代表取締役 安部 俊彦

大阪府大阪市中央区北浜東4-33

130 株式会社佐藤総合計画 関西オフィス

執行役員関西オフィス代表

井下 仁史

大阪府大阪市中央区北浜東1-26

131 株式会社産業工学研究所 京都営業所 所長

坪井 良晴

京都府京都市下京区若宮通六条下る若宮町544-1

132 有限会社ＳＡＮ計画

取締役

佐竹 真知

京都府京丹後市丹後町遠下17

133 株式会社三弘建築事務所

代表取締役 池田 裕彦

兵庫県西宮市本町4-16

134

所長

西村 栄治

京都府京都市中京区三条通河原町東入中島町78

135 株式会社三座建築事務所

代表取締役 井手 俊男

大阪府大阪市西区江戸堀１－２２－３８ 三洋ビル

136

所長

池田 勝洋

京都府京丹後市大宮町善王寺807-2

137 株式会社三水コンサルタント 京都事務所 所長

三村 仁志

京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町8-7

138 株式会社サンテック 京都営業所

所長

牛田 悦郎

京都府宇治市神明石塚32-5

139 株式会社サンワコン 京都支店

支店長

小田 豊和

京都府福知山市字厚9

140 株式会社三和綜合コンサル 京都支店 支店長

河脇 敏行

京都府京都市山科区東野中井ノ上町1-25-506

株式会社コム建築コンサルタント 京都営業所

サンコーコンサルタント株式会社 京都営業所

サンスイコンサルタント株式会社 京丹後事務所

141 有限会社シー・エス

代表取締役社長

代表取締役 奥野 勝司

京都府京都市南区上鳥羽大溝6

142 株式会社ジイケイ設計 関西事務所 所長

門脇 宏治

京都府京都市上京区相国寺東門前町657

143 株式会社ＣＴＩウイング

山根 伸之

大阪府大阪市中央区道修町1-6-7

松本 和也

京都府福知山市前田新町20-1

代表取締役社長

144 株式会社シードコンサルタント 福知山支店 支店長
145 株式会社ＣＰＣ

代表取締役 白子 博明

大阪府大阪市西区阿波座2-1-1

146 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 代表取締役 土肥 弘明

大阪府大阪市淀川区西中島5-4-20

147 株式会社ＧＥＯソリューションズ

代表取締役 藤井 達司

兵庫県西宮市和上町1-31

148 ジオテクニカル株式会社

代表取締役 小松 一也

大阪府松原市田井城4-8-3

149 塩見測量設計株式会社 京丹後支店 京丹後支店長 小森 寿広

京都府京丹後市網野町三津118

150 一般社団法人システム科学研究所 専務理事

京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町428 新町アイエスビル

丹下 真啓

151 株式会社渋谷測量設計

代表取締役 渋谷 幸雄

152 下岡一級建築設計事務所

代表

京都府亀岡市西つつじケ丘五月台2-40-7

下岡 啓二郎 京都府京丹後市丹後町徳光10-2

153 写測エンジニアリング株式会社 京都営業所 所長

大丸 洋一

京都府京都市伏見区瀬戸物町732-301

154 株式会社ジャパックス 中丹営業所 所長

濱 正彦

京都府綾部市新宮町6-1

155

所長

東 浩平

京都府京都市上京区室町新町之間今出川下る今図子町375-1

156 株式会社上智 京都支店

支店長

神島 和也

京都府亀岡市千代川町高野林北ン田1-13

157 昭和株式会社 京都営業所

所長

熊木 敏之

京都府京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町633

158 株式会社昭和設計

代表取締役社長

千種 幹雄

大阪府大阪市北区豊崎4-12-10

159 株式会社昭和設計コンサルタント

代表取締役 松永 昇次

大阪府大阪市北区東天満2-9-4

株式会社修成建設コンサルタント 京都事務所

160 株式会社信栄補償設計 京都営業所 所長

齋藤 晃
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161

株式会社新大阪エンジニアリング 京丹後事務所

役職名

代表者氏名

令和4年4月現在
所在地

京丹後市

所長

相田 晃志

京都府京丹後市丹後町間人796-4

162 株式会社新大阪設計事務所

代表取締役会長

浅田 昌孝

大阪府大阪市住吉区長居東4-2-6（メゾン長居）

163 株式会社新洲 京都営業所

所長

馬場 稔

京都府京都市山科区大宅御所田町100-6

164 新都市設計株式会社 京都事務所 所長

野藤 和美

京都府京都市中京区麩屋町通四条上る桝屋町514

165 株式会社新日本コンサルタント 大阪支店 支店長

大西 克明

大阪府大阪市天王寺区堀越町10-12 加藤ビル３階

166 菅設計工務１級建築士事務所

代表者

菅 修二

京都府与謝郡与謝野町字岩滝1234

167 株式会社スペースビジョン研究所

代表取締役 德勢 貴彦

大阪府大阪市中央区大手前１-7-31

168

所長

徳久 仁志

京都府福知山市字天田635-1

169 株式会社西播設計 京都支店

支店長

石田 利彦

京都府福知山市昭和町77-18

170 正和設計株式会社 南丹営業所

所長

田中 伸明

京都府南丹市園部町千妻東前20

171 株式会社ゼネス

代表取締役 吉川 隆信

京都府宇治市広野町西裏28-3

172

所長

山中 宏之

京都府京都市南区西九条蔵王町53 京都プラザホテルオフィススクエア7F

173 全日本コンサルタント株式会社 京都営業所 所長

峰田 純成

京都府京都市南区西九条森本町77-308

174 株式会社ゼンリン 関西支社

支社長

岩崎 登

大阪府大阪市西区川口3－3－9 ダイケイビル4Ｆ

175 株式会社綜企画設計 京都支店

京都支店長 三浦 光寛

株式会社スリーエスコンサルタンツ 福知山営業所

セントラルコンサルタント株式会社 京都営業所

京都府京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391

176 株式会社総合環境計画 京都事務所 所長

赤井 裕

京都府京都市伏見区京町5-94

177 株式会社綜合技術コンサルタント 大阪支社

常務取締役大阪支社長

宋 華文

大阪府大阪市東淀川区東中島3-5-9

178 株式会社総合計画機構

代表取締役 水上 貴之

179 株式会社相互設計事務所 京都事務所 所長
180 株式会社双星設計

戸田 弘人

代表取締役 中村 武嗣

大阪府大阪市中央区谷町2-2-22
京都府宇治市宇治池森20-6-3A
大阪府大阪市北区豊崎2-7-5

181 株式会社相和技術研究所 大阪事務所 所長

池本 正明

大阪府大阪市西区南堀江4-3-27-108

182 株式会社ソーゴーギケン 京丹後営業所 所長

松本 清和

京都府京丹後市峰山町杉谷990

183 株式会社ソクチ

代表取締役 山口 大輔

兵庫県美方郡香美町香住区香住1418-1

184 第一設計監理株式会社 京都営業所 営業所長

福永 茂門

京都府京都市北区紫竹上芝本町93

185 第一復建株式会社 京都事務所

所長

小林 正典

京都府京田辺市田辺沓脱57-6

186 株式会社大京技術

代表取締役 大畠 茂輝

京都府京丹後市久美浜町永留1824

187

所長

登玉 晃次

京都府八幡市内里東ノ口5-2

取締役執行役員大阪事務所長

前田 幸宏

大阪府大阪市西区京町堀1-13-20

189 株式会社大興エンジニアリング 丹後支店 支店長

田村 知己

京都府与謝郡伊根町字本庄浜102-1

190 大日コンサルタント株式会社 大阪支社

飯田 哲也

大阪府大阪市淀川区西中島5-12-8

191 大日本コンサルタント株式会社 京都営業所 所長

梶原 興一

京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町161

192 株式会社ダイヤコンサルタント 滋賀事務所 所長

井芹 智徳

滋賀県大津市梅林1-3-25

193 太洋エンジニアリング株式会社 京都営業所 所長

島田 直哉

京都府木津川市木津八ヶ坪3-20

株式会社大建技術コンサルタンツ 京都営業所

188 株式会社大建設計 大阪事務所

執行役員支社長

194 大和不動産鑑定株式会社 京都支社 京都支社長 小村 直之

京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町200

195 大和リース株式会社 京都支店

支店長

大林 德丈

京都府京都市伏見区竹田浄菩堤院町316

196 株式会社たかの建築事務所 京都支社 支社長

馳川 優子

京都府木津川市相楽城西71-1 クリサンティヒル山田川108

197 株式会社滝下測量設計事務所

代表取締役 滝下 亮好

京都府綾部市上野町藤山12-3

198 株式会社タクサド

代表取締役 横野 浩一

京都府京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町436

199 株式会社田中建築事務所

代表取締役 本澤 秀夫

東京都港区高輪2-16-45

200 株式会社谷澤総合鑑定所

代表取締役 眞里谷 和美 大阪府大阪市北区中之島2-2-7
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201

玉野総合コンサルタント株式会社 京都事務所

役職名
所長

代表者氏名
西村 正勝

令和4年4月現在
所在地

京丹後市

京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町３３８

202 株式会社丹生建築事務所

代表取締役 丹生 葉路

京都府舞鶴市字野村寺566-4

203 株式会社丹青社 関西支店

関西支店長 大岩 典文

大阪府大阪市北区大深町3-1

204 株式会社地域環境システム研究所 代表取締役 畑間 慎哉

大阪府大阪市北区豊崎3-10-2

205 株式会社地域計画建築研究所

代表取締役 中塚 一

京都府京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町82

206 株式会社地域経済研究所

代表取締役 井上 浩一

大阪府大阪市中央区石町1-1-1 天満橋千代田ビル2号館5階

207 株式会社地球号

代表取締役 中見 哲

大阪府大阪市中央区北浜東6-6

208 中央開発株式会社 京滋営業所

所長

三嶋 信裕

京都府京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町590-10

209 株式会社中央クリエイト 京都営業所 所長

飛田 和伯

京都府福知山市かしの木台2-44

210 中央コンサルタンツ株式会社 大阪支店

木津 淳弥

大阪府大阪市中央区今橋4-1-1

211 株式会社中央設計技術研究所 京都事務所 所長

福島 幸三

京都府京都市中京区六角通室町西入玉蔵町121 美濃利ビル3階

212

所長

尾川 憲市

京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町595-3 大同生命京都ビル

213 中外テクノス株式会社 関西支社

支社長

永曽 将人

大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5

214 株式会社長大 大阪支社

支社長

小川 二郎

大阪府大阪市西区新町2-20-6

215 株式会社長大テック 大阪支店

支店長

岡村 達雄

大阪府大阪市西区靭本町2-3-2

216 株式会社土屋総合設計

代表取締役 土屋 英仁

中央復建コンサルタンツ株式会社 京都営業所

執行役員支店長

大阪府泉佐野市湊4-5-22

217 株式会社ティーネットジャパン 大阪支社 支社長

南 克之

大阪府大阪市中央区淡路町1-6-2

218 帝人エコ・サイエンス株式会社 関西事業所 所長

濵元 弘実

大阪府茨木市南目垣1-4-1

219 株式会社データ技研

代表取締役 武野 英紀

和歌山県和歌山市有家71-6

220 株式会社テクセル

代表取締役 柴田 巧

兵庫県豊岡市寿町12-8

221 株式会社テクノス電子企画 滋賀営業所 所長

栗本 敬以

滋賀県長浜市八幡東町266-1

222 株式会社手島建築設計事務所 大阪支社 大阪支社長 龍 喜

大阪府大阪市淀川区宮原5-1-18

223 株式会社東亜設計

代表取締役 青野 聡

京都府京丹後市峰山町長岡400-5

224

所長

佐藤 英章

京都府福知山市篠尾新町3-79-2 アルカディア201号室（竹下ビル）

225 株式会社東京設計事務所 関西支社

執行役員支社長

神保 士朗

大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-29 テラサキ第二ビル

226 株式会社東京ソイルリサーチ 関西支店

執行役員支店長

日野 浩之

大阪府吹田市垂水町3-27-10

227

株式会社東光コンサルタンツ 京都北営業所

所長

山本 憲一郎 京都府福知山市厚中町94-212

228

株式会社東畑建築事務所 本社オフィス大阪

取締役代表 永田 久子

大阪府大阪市中央区高麗橋2-6-10

229 株式会社東峯技術コンサルタント

代表取締役 河野 隆章

大阪府大阪市浪速区幸町1-2-21

230

所長

山本 晃廣

京都府京都市左京区田中東春菜町13

支店長

中村 信之

福井県福井市和田2-1621

232 株式会社東和テクノロジー 関西支店 支店長

福永 和弘

大阪府大阪市淀川区木川東2-4-10

株式会社東京建設コンサルタント 京都事務所

東洋技研コンサルタント株式会社 京都営業所

231 株式会社東洋設計 福井支店

233 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 東京都千代田区紀尾井町3-23
234

株式会社トーニチコンサルタント 西日本支社

支社長

木本 隆

大阪府大阪市北区万歳町3-20

235 株式会社トクオ 大阪事務所

取締役所長 高場 英寿

大阪府大阪市淀川区西中島5-9-1 新大阪花村ビル602

236 株式会社徳岡設計

代表取締役 徳岡 浩二

大阪府大阪市中央区本町橋5-14

237 株式会社都市環境設計

代表取締役社長

中原 聡

大阪府大阪市浪速区恵美須西2-14-30

238

所長

玉木 稔之

京都府京丹後市大宮町河辺3295（セタヴィアビル）

239 株式会社内外測技

代表取締役社長

上田 範久

京都府京都市南区久世中久世町1-141

240 株式会社内藤建築事務所

代表取締役 川本 雄三

内外エンジニアリング株式会社 京丹後営業所
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令和4年度 測量・建設コンサルタント等業務一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）
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役職名

代表者氏名

令和4年4月現在
所在地

京丹後市

241 株式会社中地コンサルタント

代表取締役 中地 恒元

京都府京丹後市網野町浅茂川1836

242

所長

田村 泰造

京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町263

支店長

小野 修一

大阪府八尾市空港2-12

244 株式会社中村設計 北京都設計室 取締役

岩田 信一

京都府京丹後市峰山町荒山211-3フラワーハイツ101

中日本建設コンサルタント株式会社 京都事務所

243 中日本航空株式会社 大阪支店
245 株式会社中山綜合コンサルタント

代表取締役 中山 智支

和歌山県和歌山市栄谷241

246

所長

秋場 範之

京都府京丹後市峰山町荒山179-3-205

247 南海測量設計株式会社 京都営業所 所長

速水 敏夫

京都府相楽郡精華町清華台1-17-24

株式会社浪速技研コンサルタント 京都北事務所

248 株式会社ニコス 京都支店

京都支店長 柘 幸太朗

京都府福知山市昭和町77 谷本ビル2F

249

所長

中尾 要司

京都府京丹後市網野町浅茂川115-31

250 株式会社西日本設計 京都北部事務所 所長

上田 晃

京都府福知山市観音寺377-1

251 西村測量

代表者

西村 淳一

京都府京丹後市大宮町善王寺610-2

252

支店長

天橋 正喜

京都府京丹後市峰山町丹波710-2

253 日化エンジニアリング株式会社

代表取締役社長

二越 文彦

大阪府大阪市港区波除3-12-4

254

所長

野田 泰弘

京都府福知山市猪崎360

255 株式会社日航コンサルタント 大阪支社 支社長

愛須 友行

大阪府大阪市天王寺区上本町3-2-15

256

株式会社日産技術コンサルタント 京都事務所

所長

井上 恭自

京都府京都市伏見区今町679

257

株式会社日照技術コンサルタント 南丹営業所

南丹営業所長 市原 房江

京都府南丹市園部町内林町1-43

258 株式会社日匠設計

代表取締役 森田 恭介

京都府福知山市昭和新町111

259

所長

川名 俊一

京都府福知山市土師宮町2-182-301

260 株式会社日水コン 京都事務所

事務所長

伊藤 肇

京都府京都市右京区山ノ内養老町19-6

261 株式会社日総建 大阪事務所

所長

松尾 大史

大阪府大阪市中央区博労町2-1-13

262 株式会社ＮＩＳＳＯ 京都支店

支店長

岡崎 雅典

京都府京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町436

263 株式会社日展

代表取締役 田加井 徹

株式会社西日本技術コンサルタント 京都営業所

株式会社日開調査設計コンサルタント 京丹後支店

株式会社日建技術コンサルタント 京都北営業所

株式会社日新技術コンサルタント 京都出張所

大阪府大阪市北区万歳町3-7

264 株式会社日本インシーク 京都北営業所 所長

麻野 裕昭

京都府福知山市厚中町48

265

花谷 茂生

京都府福知山市末広町1-31

266 一般財団法人日本環境衛生センター 理事長

南川 秀樹

神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6

267 日本技術サービス株式会社 京都事務所 所長

前田 昌平

京都府相楽郡精華町大字祝園小字畠田4-1

268 日本工営株式会社 京都事務所

所長

大平 欽吾

京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338

269 株式会社日本構造橋梁研究所 大阪支社

取締役執行役員支社長

木村 淳

大阪府大阪市淀川区西宮原1-4-13

270 株式会社日本港湾コンサルタント 関西支店

専務取締役支店長

笹部 剛男

兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14

271 日本振興株式会社 京都事務所

所長

坂本 政治

京都府京田辺市田辺鳥本13-207

272 日本水工設計株式会社 京都北事務所 所長

中嶌 博之

京都府京丹後市峰山町杉谷930-9

273 株式会社日本設備綜合研究所

西村 好弘

大阪府大阪市北区西天満5-1-9

274 日本測地設計株式会社 関西支店 支店長

原田 啓一

大阪府大阪市浪速区幸町2-7-3

275 日本都市技術株式会社 京都事務所 所長

青木 慎二

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680

276 日本物理探鑛株式会社 関西支店 支店長

吉村 修

大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝1-3-24

277

石田 定雄

京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田10-9

278 株式会社ニュージェック 京都事務所 所長

氏丸 人嗣

京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町513

279

北尾 克哉

京都府京丹後市峰山町杉谷990 峰山丹海荘2階205号室

株式会社日本海コンサルタント 関西支店京都営業所

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 京都支店

株式会社ノア技術コンサルタント 京都北営業所

280 株式会社ノム建築設計室

所長

代表取締役社長

支店長
所長

代表取締役 三輪 勝孝
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281 株式会社乃村工藝社

代表取締役 社長執行役員

282 株式会社萩原測量設計事務所

代表取締役 萩原 純三

京都府宇治市開町47-2

283 株式会社萩本建築設計事務所

代表取締役 萩本 暁

京都府京都市北区北野下白梅町80

284 株式会社莫設計同人

代表取締役 松村 正希

京都府京都市中京区東洞院通二条上る壺屋町512-1

285

所長

米谷 瑠皇

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町646

286 株式会社パスコ 京都支店

支店長

近藤 征博

京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659

287 株式会社八州 京都営業所

所長

畑 雅之

京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474

288 株式会社果無 京都営業所

所長

大村 裕治

京都府京都市西京区大原野西竹の里町1-14-202

289 株式会社花村コンサルタント

代表取締役 花村 浩司

京都府宇治市小倉町南浦9-8

290

株式会社浜名技術コンサルタント 京都事務所

所長

川口 実

京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町83-6

291

株式会社播磨設計コンサルタント 福知山営業所

所長

髙見 英之

京都府福知山市土師宮町2-47

292

阪急設計コンサルタント株式会社 京都営業所

京都営業所長 山元 康平

京都府京都市右京区西京極西池田町2

293 阪神測建株式会社 福知山支店

支店長

山本 和弥

京都府福知山市字観音寺795-2

294 株式会社阪南コーポレーション

代表取締役社長

巻野 富勇

大阪府羽曳野市野々上3-7-23

295 株式会社ピーエムコンサルタント

代表取締役 山下 郁美

大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル4階

296 株式会社日吉

代表取締役 村田 弘司

滋賀県近江八幡市北之庄町908

297 平田建築設計株式会社

代表取締役 平田 裕之

兵庫県西宮市戸田町5-16

298 株式会社ファノバ 京都営業所

所長

尾山 浩司

京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下る舟屋町424

299

営業所長

中家 望

京都府京丹後市峰山町杉谷990-211

パシフィックコンサルタンツ株式会社 京都事務所

株式会社吹上技研コンサルタント 京丹後営業所

榎本 修次

令和4年4月現在
所在地
東京都港区台場2-3-4

300 福田総合コンサルタント株式会社 京都支社 京都支社長 千田 禅

京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町11-13

301 フジ地中情報株式会社 大阪支店

支店長

大阪府箕面市船場東3-4-17

302 有限会社藤原総合不動産鑑定

代表取締役 藤原 陽

303 復建調査設計株式会社 大阪支社

執行役員支社長

304 株式会社不動産鑑定左近

代表取締役 左近 宏崇

河野 鉄磨
矢木 一光

京都府京都市西京区上桂森下町1-171
大阪府大阪市淀川区西宮原1-4-13
京都府京都市伏見区京町北8-80-3-102

305 不動産鑑定ネットワークサービス株式会社 代表取締役 新見 憲一郎 京都府宇治市木幡西浦62-2
306

株式会社不二設計コンサルタント 京都営業所

所長

淡島 徳博

京都府相楽郡精華町大字菅井小字北ノ堂17-17

307 株式会社プレック研究所 大阪事務所 大阪事務所長 佐々木 雅子 大阪府大阪市西区靱本町1-14-15
308 株式会社文化財サービス

代表取締役 出口 弘文

京都府京都市伏見区北端町58

309 株式会社平和ＩＴＣ 京都営業所

営業所長

京都府木津川市木津奈良道46-1-108

310 株式会社ヘッズ

代表取締役 大塚 守康

大阪府大阪市北区浪花町12-24

311 ペンタフ株式会社

代表取締役 平田 喜彦

大阪府大阪市北区大淀中1-7-10

312 株式会社ホクト 京都支社

支社長

秋庭 弘吉

京都府福知山市夜久野町高内141

313 株式会社北斗エンジニアリング 丹後支店 支店長

廣居 正樹

京都府京丹後市峰山町荒山402

314 北陽測地株式会社 福知山営業所 所長

谷 広彦

京都府福知山市字内記10-96

315 株式会社前田都市設計 京都事務所 所長

福井 学

京都府京都市下京区七条通新町西入夷之町716

316 牧草総合設計株式会社 丹後営業所 営業所長

四方 博之

京都府京丹後市大宮町口大野371-21

中村 浩行

317 株式会社間瀬コンサルタント 京都営業所 取締役所長 西島 文朗

京都府京都市北区出雲路松ノ下町10-21

318 株式会社マチイコンサルタント

代表取締役 町井 裕昌

京都府綾部市上野町上野100

319 株式会社松井測量設計事務所

代表取締役 松井 一弘

京都府南丹市園部町栄町2-23-8

320 株式会社松田平田設計 大阪事務所

常務執行役員所長

上村 晋
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令和4年度 測量・建設コンサルタント等業務一般競争（指名競争）
入札参加資格者名簿（50音順）

No.
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役職名

代表者氏名

令和4年4月現在
所在地

京丹後市

321 株式会社松本コンサルタント 京都営業所 所長

松本 光男

京都府木津川市木津川原田63番地15

322 有限会社丸重屋

取締役

平手 克治

京都府京都市山科区勧修寺平田町57

323 三嶋不動産鑑定事務所

代表者

三嶋 達男

京都府福知山市字内記14-3

324

所長

増田 淳二

京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535（日土地京都ビル3階）

三井共同建設コンサルタント株式会社 京都営業所

325 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 代表取締役 林 美克

東京都荒川区荒川7-19-1

326 株式会社三宅建築事務所

代表取締役 三宅 晃郎

京都府京都市左京区仁王門通川端東入新丸太町37-6

327 株式会社宮建築設計

代表取締役 宮本 博

徳島県徳島市福島1-5-6

328 株式会社みやこ設備設計

代表取締役 室谷 章二

京都府京都市中京区壬生花井町23 柴ビル

329 株式会社みやこ不動産鑑定所

代表取締役 辻本 尚子

京都府京都市中京区三条通東洞院東入菱屋町44 三条高倉アーバンライフ302

330 株式会社望月測量設計事務所 北京都支店 支店長

小寺 公一

京都府福知山市末広町1-22-2 橋工ビル5 3F

331 株式会社森エンジニアリング 京都支店 支店長

森 末廣

京都府舞鶴市市場竜宮739-31 城ビル3F

332 株式会社安井建築設計事務所

代表取締役社長

佐野 吉彦

大阪府大阪市中央区島町2-4-7

八千代エンジニヤリング株式会社 大阪支店 執行役員支店長

梁田 信河

大阪府大阪市中央区城見1-4-70

333

334 藪原測量事務所

所長

藪原 和三

兵庫県豊岡市野田144

335 有限会社藪原測量事務所

代表取締役 藪原 和三

兵庫県豊岡市野田144

336 株式会社山崎設計

代表取締役 山崎 友也

京都府京都市中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町466 ファヴィエ四条西洞院310号

337 株式会社山下設計 関西支社

取締役専務執行役員支社長

筬島 亮

大阪府大阪市中央区南船場2-3-2

338 山副一級建築士事務所

所長

山副 貞信

京都府京丹後市弥栄町黒部2584

339 株式会社山田綜合設計

代表取締役 深尾 元詞

大阪府大阪市中央区大手通3-1-2 エスリードビル大手通

340 湯浅コンサルタント株式会社

代表取締役 湯浅 博之

京都府京都市中京区富小路通二条下る俵屋町195

341

所長

中山 貴司

京都府京都市南区西九条蔵王町53-1-505

所長

田家 和義

京都府京丹後市弥栄町堤1083

343 株式会社ユニオンリサーチ 京都営業所 所長

北本 賢吾

京都府京都市伏見区成町829-1

株式会社ＵＲリンケージ 西日本支社京都営業所

342 株式会社ユーズ 京丹後営業所

344 株式会社横河建築設計事務所 大阪事務所 取締役所長 高橋 敏行

大阪府大阪市中央区平野町2-6-6

345 株式会社ヨコタテック

大阪府大阪市浪速区桜川1-1-32

代表取締役 小路 博之

346 ランドブレイン株式会社 大阪事務所 所長

小笹 清

大阪府大阪市西区西本町1-3-15 大阪建大ビル

347 株式会社類設計室

代表取締役 阿部 紘

大阪府大阪市淀川区西中島4-3-2

348 株式会社レック 京都営業所

営業所長

京都府京都市下京区河原町通松原上る清水町295

349 ワークエンジニアリング株式会社

代表取締役 岩田 茂

350 若鈴コンサルタンツ株式会社 関西支店

執行役員支店長

諏訪 和之

京都府京都市中京区東洞院竹屋町下ル三本木5-470

351 和歌山航測株式会社 大阪支店

支店長

村岡 俊幸

大阪府大阪市中央区谷町6-4-8 新空堀ビル209

352 株式会社和田測量設計事務所

代表取締役 井上 善嗣

京都府京都市右京区西京極西大丸町64

353 渡邊崇彦不動産鑑定士事務所

代表

京都府舞鶴市桃山町4-2 ウィズビル3階

大杉 幸司

渡邊 崇彦
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京都府京都市中京区間之町竹屋町下ル楠町610 森ビル2階

