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2001 （株）拓工　岐阜事務所 岐阜県各務原市那加不動丘２ー１７９ー２ 所長 中村　亮
2002 （株）市川工務店 岐阜県岐阜市鹿島町６‐２７ 代表取締役 小川　健
2003 朝日航洋（株）岐阜支店 岐阜県大垣市今宿６丁目５２番地１８ 支店長 矢吹　一弥
2004 大建都市開発（株） 岐阜県岐阜市佐久間町２０番地 代表取締役 鈴木　栄嗣
2005 大建設計（株） 岐阜県岐阜市佐久間町２０ 代表取締役 鈴木　栄嗣
2006 （株）トクオ 愛知県名古屋市中川区万場４ー１１１１ 代表取締役 高岡　一郎
2007 （株）新洲 滋賀県栗東市安養寺１‐１‐２４ 代表取締役 宮島　和彦
2009 （株）石居設計 滋賀県彦根市野瀬町３７番地１ 代表取締役 石居　宏氏
2010 （一財）岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜県岐阜市曙町４ー６ 理事長 片桐　卓朗
2013 （株）テイコク 岐阜県岐阜市橋本町２ー８ 代表取締役 中嶋　徹
2014 （株）大幸建築設計事務所 岐阜県岐阜市須賀１丁目６番１４号 代表取締役 高橋　正司
2017 パトス建築設計室 岐阜県岐阜市長良福光２４５８の１１ 代表取締役 岡田　典久
2018 国際航業（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地 所長 澤田　剛史
2019 （株）創信　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市馬場春雨町二丁目４３番地２ 所長 山本　光哲
2021 アローコンサルタント（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市日光町七丁目２７番地 支店長 栗山　智明
2022 内外エンジニアリング（株） 京都府京都市南区久世中久世町１丁目１４１番地 代表取締役社長 池田　正
2024 中外テクノス（株）中部支社 愛知県名古屋市守山区花咲台２丁目３０３番地 支社長 藤原　啓
2025 （株）ダイヤコンサルタント　岐阜事務所 岐阜県岐阜市神室町四丁目３９番地 所長 桑坂　純一
2027 中央エンジニアリング（株） 岐阜県岐阜市柳森町２丁目５５番地 代表取締役 辻　伸之
2029 新日本設計（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市藪田東１ー１０ー８ 所長 成瀬　健三
2030 （株）歩設計 岐阜県岐阜市黒野南３丁目８０ 代表取締役 吉田　昭夫
2034 （株）オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市東町１ー３６ 代表取締役 長瀬　功一

2035 （株）上智　岐阜支店
岐阜県土岐市泉大島町三丁目２３番地１アネックス２　４０２
号室

支店長 中　寛明

2037 （株）東畑建築事務所　名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区太閤３ー１ー１８ 常務執行役員所長 瓦田　伸幸
2038 （株）高木Ｔ＆Ｄ建築研究所 岐阜県大垣市静里町２７ 代表取締役 高木　善弘
2039 （株）ユニオン　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市穂積５０１ 取締役営業所長 豊田　政幸
2040 中部土地調査（株） 愛知県名古屋市西区那古野２ー２６ー８ 代表取締役 上野　英和
2042 （株）四門　岐阜支店 岐阜県岐阜市茶屋新田２ー４ー５ 支店長 舘　利久
2043 東邦地水（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市西荘４ー１９ー１１ー１０７ 所長 山本　幹登
2045 大日本コンサルタント（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市市橋３ー１ー２１ 所長 芹川　慎太郎
2046 （株）三進　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市穂積１９５３ー５ 所長 渡邊　智也
2047 （株）車戸建築事務所 岐阜県大垣市鶴見町７３ー３ 代表取締役 車戸　慎夫
2048 司設計（株） 岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８司ビル 代表取締役 山田　欽一　
2050 （株）石田技術コンサルタンツ　岐阜支店 岐阜県可児市川合８５７ー１ 支店長 生駒　健
2052 （株）浦野設計　岐阜支社 岐阜県岐阜市須賀１ー７ー２３ 支社長 杉山　慎一郎
2054 （株）新日　岐阜支店 岐阜県岐阜市松原町７番地 支店長 脇田　雅士
2055 （株）間瀬コンサルタント　岐阜営業所 岐阜県岐阜市西野町一丁目１２番地 所長 仲林　秀哲
2056 （株）カトー建築設計室 岐阜県岐阜市今町四丁目２２番地 代表取締役 加藤　友一
2057 大同コンサルタンツ（株） 岐阜県岐阜市中鶉２丁目１１番地 代表取締役 浅野　芳宏
2058 ジェイアール東海コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中村区名駅５ー３３ー１０ 代表取締役社長 森下　忠司
2059 （株）ニュージェック　岐阜事務所 岐阜県岐阜市蔵前７丁目６番１７号 所長 原田　克弥
2060 （株）トーニチコンサルタント　岐阜事務所 岐阜県岐阜市市橋五丁目５番１０　３０３号 所長 小林　喜美二
2065 （一社）地域問題研究所 愛知県名古屋市中区錦一丁目１１番２０号大永ビル５階 理事長 青山　公三
2067 （株）サニー建築設計 岐阜県岐阜市西川手７ー６１ 代表取締役 日比野　淳
2068 （有）ナサプランニング 岐阜県岐阜市西荘１丁目２８番地 代表取締役 河島　覚
2069 （株）乃村工藝社 東京都港区台場２丁目３番４号 代表取締役社長 榎本　修次
2070 （株）建築設備計画 愛知県名古屋市北区若葉通１ー２８ 代表取締役 伊藤　弘正
2071 （株）水野総合鑑定 岐阜県岐阜市市橋６ー１０ー１８ 代表取締役 水野　雅文
2072 （株）オオバ　岐阜営業所 岐阜県岐阜市福住町１ー２０ 所長 北野　学成
2073 （株）日水コン　岐阜事務所 岐阜県岐阜市東鶉７丁目６番地グローブ２ 事務所長 細川　勲
2075 （株）パスコ　岐阜支店 岐阜県岐阜市金町５丁目２４番地 支店長 中山　智博
2076 （有）ＶＡＮ建築設計室 岐阜県大垣市万石１ー１３８ー１ 代表取締役 坂　忠男
2079 （株）葵建築設計事務所 岐阜県岐阜市栄新町３ー４５ー２ 代表取締役 山内　康史
2082 いであ（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市西河渡２丁目３８番７号 所長 吉川　康司
2083 若鈴コンサルタンツ（株）岐阜事務所 岐阜県大垣市静里町３１４ー６ 所長 箕浦　文麿
2085 三井共同建設コンサルタント（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市七軒町６番地 所長 倉野　康
2086 サンコーコンサルタント（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市市橋６ー１３ー１７戸崎第１ビル 所長 籔下　昭夫
2088 （株）東海テクノス 岐阜県岐阜市細畑６―４―１４ 代表取締役 中田　建実
2090 （株）東海環境エンジニア　岐阜営業所 岐阜県可児市広見９９１番地 所長 秋山　壽男
2091 （株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５ー１６ 取締役社長 久野　格彦
2092 （株）福永建築事務所 岐阜県大垣市中川町３ー５ー１ 代表取締役 福永　秀俊
2095 日本工営（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市薮田南１ー５ー１ 所長 比志島　國明
2096 （株）藤川原設計 愛知県名古屋市千種区清住町１丁目７１番１号 代表取締役社長 大鹿　智哉
2097 （株）ヨコタテック　名古屋支店 愛知県名古屋市西区平中町１００ 支店長 西部　雅英
2098 （株）朝日土質設計コンサルタント 岐阜県岐阜市須賀４ー１７ー１６ 代表取締役 大橋　大輔
2100 大日コンサルタント（株） 岐阜県岐阜市薮田南３ー１ー２１ 代表取締役 後藤　隆
2101 （有）ユー・アイ建築事務所 岐阜県岐阜市六条南１ー２０ー１０ 代表取締役 上野　斌伎
2102 （株）建築計画研究所 岐阜県本巣市上真桑２２５０番地６４ 代表取締役 三宅　洋
2104 （株）第一設計　岐阜営業所 岐阜県各務原市下中屋町３丁目１３９番地の２ 所長 桜井　照大
2105 （株）キンキ地質センター　岐阜事務所 岐阜県岐阜市茜部大野２丁目２１５番地１ 所長 片岡　泰
2107 ニチイコンサルタント（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市高田５ー６ー１ 支店長 中村　弘樹
2108 （株）シーテック　土木建築本部 愛知県名古屋市港区遠若町三丁目七ノ一 代表取締役社長社長執 松山　彰
2109 （株）すぎはら設計 岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永９０８番地の１ 代表取締役 杉原　幸昌
2112 （株）日建技術コンサルタント　岐阜営業所 岐阜県岐阜市金町６ー１５高橋ビル 所長 岸江　洋充
2113 セントラルコンサルタント（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市東金宝町１ー１８ 所長 太刀掛　泰清
2114 創建設計（株） 岐阜県岐阜市松屋町２３番地 代表取締役 今西　和仁
2115 中日本建設コンサルタント（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市市橋３ー８ー３ 所長 武藤　薫
2117 （株）葵エンジニアリング 愛知県名古屋市中村区佐古前町２２番６号 代表取締役 漆戸　要
2118 （株）梓設計　中部支社 愛知県名古屋市中区錦３丁目１５番１５号ＣＴＶ錦ビル 常務執行役員支社長 中山　明宗
2121 東洋技研コンサルタント（株）名古屋支社 愛知県名古屋市中区錦１ー６ー１０ 取締役支社長 前園　隆
2122 （株）環境科学研究所　岐阜支店 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄１１４番地１ 支店長 佐野　宣明
2125 （株）デザインボックス 岐阜県岐阜市日野南９ー１ー１０ 代表取締役 八代　俊
2126 （株）長大　岐阜営業所 岐阜県可児市土田５２１８ー１ 所長 安井　義博
2127 （株）三栄コンサルタント 岐阜県岐阜市水海道４ー２２ー１２ 代表取締役 吉田　祐司
2132 日本土地評価システム（株） 愛知県名古屋市中区大須四丁目１１ー５０ 代表取締役 足立　陽三
2133 （株）設計工房米倉 岐阜県大垣市安井町１ー２３ー１０ 代表取締役 米倉　伊都子

2134 （株）地域計画建築研究所　名古屋事務所
愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目２７番２号日本生命笹
島ビル

名古屋事務所長 堀口　浩司
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2135 （株）丹羽英二建築事務所 愛知県名古屋市中区金山２‐８‐４ 代表取締役 丹羽　英夫
2140 （株）青島設計 愛知県名古屋市中区大須４ー１４ー５１ 代表取締役社長 青島　邦人
2141 （有）シーテック２１ 岐阜県岐阜市薮田南１ー４ー１６ 代表取締役 西川　光広
2142 （株）中部テクノス 愛知県名古屋市名東区本郷２丁目１４１番地 代表取締役 大竹　日出男
2143 （株）プレック研究所　中部事務所 愛知県名古屋市中区錦１ー１０ー９ 事務所長 花房　啓
2144 中日本航空（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市長住町９ー１１ 支店長 美濃島　優
2145 平井工業（株） 岐阜県羽島市足近町直道５７８番地 代表取締役 平井　利金
2146 （株）山田建築事務所 岐阜県岐阜市岩田西１丁目９６番地 代表取締役 山田　克弘
2147 （株）メイホーエンジニアリング 岐阜県岐阜市吹上町６丁目２１ 代表取締役 尾松　豪紀
2152 玉野総合コンサルタント（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市藪田南１丁目５ー１ 所長 諸戸　雅也
2153 三翠建設コンサルタント（株） 岐阜県岐阜市市橋３丁目８番３号 代表取締役 津野田　務

2155 （株）エフウォーターマネジメント　岐阜事務所
岐阜県大垣市藤江町３丁目９２番地１メゾン川瀬２　４０２号
室

所長 松本　知香

2156 （株）神田設計 愛知県名古屋市西区花の木１ー３ー５ 代表取締役 吉川　明宏

2157 （株）黒川建築事務所
愛知県名古屋市中区丸の内１―１５―９スガキコ第２ビル　２
階

代表取締役 黒川　喜洋彦

2158 中部復建（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市鹿島町１丁目１０番地 支店長 塚本　俊弘
2159 （株）ダイナ建築設計 岐阜県岐阜市本郷町２ー１７ー４ 代表取締役 松本　秀男
2160 日本海航測（株）名古屋支店 愛知県名古屋市西区市場木町１８６アポアール１０３ 支店長 今井　克士
2161 （株）東洋設計　岐阜営業所 岐阜県大垣市築捨町５丁目３番地１リヴェール・アキ１０３ 所長 中田　充則
2162 （株）日本海コンサルタント 石川県金沢市泉本町２‐１２６ 代表取締役 黒木　康生
2164 （株）日総建　中部事務所 愛知県名古屋市中区錦１ー５ー１３ 所長 正田　忠士
2166 （株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１ー１９ー４ 代表取締役 北田　展之
2169 （株）興栄コンサルタント 岐阜県岐阜市中鶉４ー１１ 代表取締役 小野　慶太
2170 （株）伊藤建築設計事務所 愛知県名古屋市中区丸の内１ー１５ー１５桜通ビル 代表取締役 小田　義彦
2171 昭和（株）名古屋支社 愛知県名古屋市中区栄４丁目３番２６号 支社長 鈴木　肇
2173 （有）栗田建築設計事務所 岐阜県瑞穂市本田１０６９番地の７ 代表取締役 栗田　清
2175 三和航測（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区太閤１ー５ー２６ 所長 相樂　雅俊
2176 （株）極東技工コンサルタント　岐阜中央事務所 岐阜県岐阜市粟野東２丁目１６７ 所長 松田　常美
2177 （株）東海プランニング 岐阜県瑞穂市中宮３８１番地の１ 代表取締役 後藤　孝行
2178 （株）近代設計　名古屋支社 愛知県名古屋市中区錦１ー１１ー２０ 支社長 南　信一

2179 東海地質工学（株）岐阜営業所
岐阜県大垣市木戸町４８５ー２アップルコート大垣木戸町１０
１

所長 真鍋　保幸

2180 （株）アール・アイ・エー　名古屋支社 愛知県名古屋市中村区名駅５ー２８ー１ 支社長 鈴木　哲
2183 協和設計（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内１ー１０ー２９ 取締役支店長 原田　敏広
2185 ダイシンコンサルタント（株）中濃支店 岐阜県関市広見１９８６ー１ 取締役兼中濃支店長 田口　貴也
2188 （株）東京建設コンサルタント　岐阜営業所 岐阜県可児市桜ヶ丘１丁目８番地 所長 西井　幸春
2189 （株）河口設計 岐阜県岐阜市津島町四丁目６７番地３ 代表取締役 河口　功
2190 （株）東京設計事務所　岐阜事務所 岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町１ー２７７ 所長 塩谷　量之
2191 キタイ設計（株）岐阜事務所 岐阜県大垣市南頬町５ー２２ー１ 所長 林　政弘
2192 （株）大建コンサルタント　岐阜支社 岐阜県岐阜市沖ノ橋町２丁目３１番地 取締役支社長 日髙　昇
2195 （株）片平新日本技研　岐阜事務所 岐阜県岐阜市芥見嵯峨１丁目９番地２ 所長 佐藤　文彦
2197 （株）彰事務所 岐阜県岐阜市鏡島南１ー８ー３ 代表取締役 田代　彰男
2198 （株）三橋設計　名古屋事務所 愛知県名古屋市東区泉２ー２７ー１４ 取締役名古屋事務所長 山田　正司
2199 （株）国際開発コンサルタンツ　岐阜事務所 岐阜県岐阜市玉宮町一丁目３番２号 所長 牧田　博之

2200 （株）久米設計　名古屋支社 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２２番８号大東海ビル内 執行役員支社長 鈴木　一光

2201 （株）太陽建設コンサルタント 岐阜県岐阜市光明町　３ー１ 代表取締役 富田　和政
2203 アジア航測（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市市橋４ー６ー７鈴木ビル 支店長 黒澤　一
2204 （株）日新技術コンサルタント　岐阜出張所 岐阜県岐阜市本町４ー６ 所長 村上　忠昭
2205 （株）野田コンサルタント　各務原営業所 岐阜県各務原市那加石山町２丁目４８番地 営業所長 武光　一彦
2206 （株）大増コンサルタンツ　岐阜支店 岐阜県岐阜市西荘１ー１６ー１２　２０２号室 支店長 松本　一成
2207 （株）日本インシーク　岐阜営業所 岐阜県岐阜市白山町２ー１５ 所長 高原　淳
2208 （株）オリエンタルコンサルタンツ　岐阜事務所 岐阜県岐阜市藪田南１ー２ー３ 所長 杉原　厚
2209 （株）日本環境工学設計事務所 東京都千代田区神田神保町２丁目７番地３ 代表取締役 岩脇　成彦
2210 岐阜県土地改良事業団体連合会 岐阜県岐阜市下奈良２丁目１３番１号 会長 藤原　勉
2212 開発虎ノ門コンサルタント（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市加納長刀堀２ー５ 所長 川口　泰司
2214 （株）石本建築事務所　名古屋オフィス 愛知県名古屋市中区栄四丁目３番２６号昭和ビル オフィス代表 奥井　康史
2215 （株）日建設計　名古屋オフィス 愛知県名古屋市中区栄４ー１５ー３２ 執行役員名古屋代表 山本　秀樹
2216 国土情報開発（株） 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
2220 パシフィックコンサルタンツ（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市元町二丁目９番地４０３号 所長 藤田　浩嗣
2221 東和コンサルタント（株） 岐阜県瑞穂市別府１３９７ー１ 代表取締役 廣瀬　啓司
2225 ビーム計画設計（株） 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
2226 （株）テクノ中部　岐阜事務所 岐阜県岐阜市清本町９ー４１ 所長 宮原　幸二
2227 中央コンサルタンツ（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市金町６ー６ 所長 長屋　省三
2228 （株）村山建築設計事務所 岐阜県岐阜市沖ノ橋町２ー２５ 代表取締役 村山　恒久
2229 八千代エンジニヤリング（株）岐阜事務所 岐阜県大垣市桐ケ崎町３７番地２ 所長 津野　博司
2230 南海測量設計（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市長良校前町５丁目４番地 所長 松平　立憲
2231 （株）日本設計　中部支社 愛知県名古屋市中区錦一丁目１１番１１号 執行役員　支社長 阿部　芳文
2232 太栄コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区千代田３ー２６ー１８ 代表取締役 川口　英朗
2233 （株）金華建築事務所 岐阜県岐阜市日野西２ー１ー７ 代表取締役 大瀧　繁巳
2234 （株）中部ウエルボーリング社　岐阜事務所 岐阜県岐阜市忠節町４ー１８ー１２コーポマルセイ２ 所長 伊藤　博之
2235 （株）松田平田設計　大阪事務所 大阪府大阪市西区西本町１丁目４番１号 常務執行役員所長 上村　晋
2237 （株）ＮＪＳ　岐阜出張所 岐阜県岐阜市上茶屋町２８ 所長 渡邉　英人
2239 （株）中央設計技術研究所　東海支店 岐阜県岐阜市薮田南一丁目２番３号 支店長 一ノ瀬　旭
2241 明治コンサルタント（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市加納天神町１丁目９番地１ 所長 小川　満
2244 （株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１４号 代表取締役 徳岡　浩二
2245 三城コンサルタント（株） 岐阜県大垣市波須３ー２１ー１ 代表取締役 岡田和夫
2246 （株）総合環境計画　岐阜事務所 岐阜県岐阜市入舟町三丁目３２番地３ 所長 浦野　真佑美
2247 （株）岐阜ソイルコンサルタント 岐阜県岐阜市薮田南５丁目１０番地５ 代表取締役 阿部　卓也
2250 中央開発（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市細畑４ー７ー６ 所長 河原　弘明
2251 （株）フジヤマ　岐阜営業所 岐阜県多治見市市之倉町１ー２３２ 所長 藤山　修
2252 （株）宮崎一一計画工房 岐阜県岐阜市石切町２０ 代表取締役 宮崎　一一
2253 （株）大興計測技術 岐阜県郡上市大和町剣　８８０ー６ 代表取締役 坪井　晃
2254 （有）エース設備設計 岐阜県岐阜市金竜町３ー１４ー１ 取締役 原田　浩二
2257 （株）大建設計　名古屋事務所 愛知県名古屋市東区泉２丁目２７番１４号 取締役執行役員所長 高藤　勝已
2259 （株）日展　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区熊野町２ー２２ー１ 支店長 矢野　明彦
2261 （株）アオイテック　岐阜事務所 岐阜県岐阜市下奈良２ー５ー１ 取締役所長 礒部　吉伸
2262 （株）協和コンサルタンツ　中部営業所 愛知県名古屋市中区栄５ー２８ー１２名古屋若宮ビル 所長 葛谷　禎彦
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2264 帝人エコ・サイエンス（株）関西事業所 大阪府茨木市南目垣一丁目４番１号 所長 奈良崎　浩美
2265 （有）石川建築設計工房 岐阜県本巣市根尾水鳥２４９ 代表取締役 石川　茂和
2267 （一財）日本気象協会　中部支社 愛知県名古屋市北区水草町１ー２１ー５ 支社長 天野　貴文
2270 （株）安田設計 岐阜県大垣市本今六丁目６３番 代表取締役 安田　光利

2274 フジ地中情報（株）名古屋支店
愛知県名古屋市東区葵３ー１５ー３１千種ニュータワービル９
階

支店長 河野　鉄磨

2275 エヌエス環境（株）名古屋支店 愛知県名古屋市守山区瀬古東２ー９０７ 支店長 片山　恭治
2276 （株）ＮＴＴファシリティーズ　東海支店 愛知県名古屋市熱田区五本松町７ー３０ 東海支店長 西村　憲治
2277 日本水工設計（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市茜部神清寺２ー１９ー１ 所長 牧　幹人
2278 （株）イビソク 岐阜県大垣市築捨町３ー１０２ 代表取締役 森　允
2279 （株）岐阜建築設備計画 岐阜県岐阜市早田栄町２ー１６ 代表取締役 松尾　仁

2281 （株）中測技研　岐阜支店 岐阜県岐阜市鏡島西三丁目１８番１３　メゾンエサキ１０１号 支店長 古川　安世

2282 （株）協和設計事務所　岐阜事務所 岐阜県岐阜市折立字北浦２８４ー１ 所長 高田　哲男
2284 （株）エコプラン 岐阜県岐阜市鏡島精華２ー４ー１５ー１０１ 代表取締役 林　直見
2286 （株）三共コンサルタント 愛知県名古屋市東区葵３ー２５ー３２ 代表取締役 大畠　隆博
2287 （株）創建　岐阜支店 岐阜県岐阜市加納村松町１丁目７番地 岐阜支店長 渋谷　匠
2289 応用地質（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市竜田町６丁目１１東海マンション６０３号 営業所長 六嶋　章生
2290 （株）東京ソイルリサーチ　名古屋支店 愛知県名古屋市東区葵３ー１１ー６ 支店長 尾関　浩
2292 （株）名邦テクノ 愛知県名古屋市南区大磯通６ー９ー２ 代表取締役 山﨑　武男
2294 （株）千代田コンサルタント　岐阜営業所 岐阜県大垣市恵比寿町一丁目７番地 所長 柴田　修
2296 オリジナル設計（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市宮浦町７ー１０６ 所長 平岡　宏之
2297 （株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目６番２７号 代表取締役 伊井　伸
2300 （株）ゼンリン　中部支社 愛知県名古屋市熱田区沢上２ー１ー３２ 支社長 荒木　康博
2301 基礎地盤コンサルタンツ（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市加納新本町２ー２７ 所長 一色　久平
2303 （株）工設計 岐阜県岐阜市市橋４ー６ー７ 代表取締役 鈴木　貢
2304 中日設計（株） 愛知県名古屋市東区筒井二丁目１０番４５号 代表取締役 清谷　英広
2305 （株）中日コンサルタント 岐阜県美濃加茂市西町６丁目１００ 代表取締役 北川　義展
2306 （株）カナエジオマチックス　岐阜営業所 岐阜県瑞穂市生津外宮前町一丁目２５ー５ 営業所長 髙橋　勝利
2307 （有）ジーツープラン 岐阜県岐阜市市橋４丁目６番７号 代表取締役 鈴木　貢
2308 （株）大紘コンサルタント 岐阜県可児市土田４１０４番地の１ 代表取締役 鎌倉　喜代榮
2309 （株）総合鑑定調査　岐阜支店 岐阜県中津川市茄子川１３８３番地１０ 支店長 國嶋　順一
2313 （株）安井建築設計事務所　名古屋事務所 愛知県名古屋市東区泉１ー１０ー２３ 常務執行役員名古屋事 井上　孝成
2314 （株）ランド・コンサルタント　技術センター 岐阜県岐阜市中鶉四丁目４２番地 所長 香村　喜裕
2315 ナチュラルコンサルタント（株）岐阜支店 岐阜県大垣市和合新町１丁目１５番地 支店長 小寺　誠
2318 ランドブレイン（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市此花町６―８ 所長 伊藤　克洋
2319 （株）テクノス電子企画 愛知県名古屋市中村区十王町５ー２８ 代表取締役 勝野　文明
2320 （株）佐藤総合計画　中部事務所 愛知県名古屋市中区錦一丁目２０番１２号 事務所長 横田　三二
2321 （株）ＩＮＡ新建築研究所　西日本支社 大阪府大阪市淀川区西宮原１ー５ー３３ 支社長 北　伸一朗
2322 （株）建設技術研究所　岐阜事務所 岐阜県岐阜市吉野町６ー１４ 所長 森谷　忠
2324 国土防災技術（株）岐阜営業所 岐阜県恵那市大井町１１２０ー３０３各務ハイツ１Ｂ号 所長 松田　修

2325 （株）日さく　西日本支社
愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字東尼ヶ塚１１７
番地の２

取締役支社長 水井　寿則

2333 遠藤建築設計事務所 岐阜県揖斐郡揖斐川町黒田字松生４７８ー１０ 代表 遠藤　吉一
2334 復建調査設計（株）名古屋支店 愛知県名古屋市東区葵２ー１２ー１ 支店長 池尾　浩
2336 （株）岡田設計 岐阜県岐阜市長森本町１‐２０‐１５ 代表取締役 岡田　直美

2341 （株）都市研究所スペーシア
愛知県名古屋市中区栄五丁目１番３２号久屋ワイエスビル８
階

代表取締役 石田　富男

2346 （株）復建エンジニヤリング　名古屋支社 愛知県名古屋市中区栄２丁目５番１３号 支社長 吉益　順二
2347 （株）向井建築事務所 岐阜県岐阜市長良東郷町３丁目２２番地の２ 代表取締役 向井　一彦
2348 若原総合測量設計（株） 岐阜県揖斐郡大野町大字下方５９０ー１ 代表取締役 若原　敏幸
2351 （株）翼建築設計 愛知県名古屋市熱田区比々野町４１ー２ 代表取締役社長 弓削　磨
2352 （株）協和設計事務所 岐阜県岐阜市北一色３丁目２番２３号 代表取締役 加藤　隆
2353 （有）小野事務所 岐阜県岐阜市西荘２丁目２８番２５号 代表取締役 小野　伸秋
2360 ナカシャクリエイテブ（株） 愛知県名古屋市天白区野並２ー２１３ 代表取締役 山口　寛

2362
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋（株）多治
見道路事務

岐阜県多治見市白山町３丁目６６番１号 所長 山本　貴久

2364 （株）三水コンサルタント　岐阜事務所 岐阜県各務原市蘇原旭町４丁目１番６０ 所長 佐藤　好昭
2365 大高理工（株） 岐阜県大垣市桧町５１０ー３ 代表取締役 林　秀典
2367 （株）浪速技研コンサルタント　中部事務所 愛知県豊田市桜町２丁目５４番地松村ビル２Ｂ 所長 村田　省一
2368 （株）華陽コンサルタント 岐阜県岐阜市光町１ー８ 代表取締役 塚原　明
2369 （株）山下設計　中部支社 愛知県名古屋市中区錦３ー６ー２９サウスハウス 執行役員支社長 和田　直
2370 （株）横河建築設計事務所　名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅２丁目４５番７号 所長 田中　啓介
2371 （株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング　名古屋支店 愛知県名古屋市千種区南明町一丁目５３番地の２ 支店長 野田　道彦
2373 コムワークスエンジニアリング（株） 愛知県名古屋市昭和区白金三丁目１９番１５号 代表取締役 今枝　晃
2375 藤川設計（株） 三重県津市港町１９ー１２ 代表取締役 藤川　啓志
2377 （公財）岐阜県建設研究センター 岐阜県大垣市今宿６丁目５２番地１８ 理事長 高木　善幸
2379 （株）三愛設計　岐阜営業所 岐阜県岐阜市真砂町１１ー１５ー１ 所長 渡辺　徹
2380 （株）総合開発調査 岐阜県岐阜市大菅南１３番２１号 代表取締役 中山　宏史
2382 中央復建コンサルタンツ（株）中部支社 愛知県名古屋市中区錦二丁目３番４号 常務取締役支社長 苗加　稔
2383 （株）東海システム設計 愛知県名古屋市名東区香流一丁目１１１３番地 代表取締役 森田　和裕
2384 ＮＴＣコンサルタンツ（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市市橋６ー１３ー１７ 所長 山田　秀穂
2387 （株）アーキジオ　飛騨 岐阜県高山市上一之町３６ 所長 高野　裕二
2388 （株）綜企画設計　名古屋支店 愛知県名古屋市東区葵２丁目１２番１号 名古屋支店長 犬飼　和行
2389 青葉工業（株）岐阜営業所 岐阜県可児市塩１１４１ー１ 所長 東條　正明
2392 （株）ホクコク地水 石川県金沢市御影町２５ー１ 代表取締役 尾蔵　丈房
2393 （株）朝日設計事務所　岐阜営業所 岐阜県瑞穂市本田１１９２ー６ 所長 鈴木　将美
2394 （株）中部設計　下呂営業所 岐阜県下呂市萩原町羽根２５７５ー２ 所長 十二町　真二
2395 （株）地域コンサルタント　岐阜営業所 岐阜県瑞穂市野田新田４１２５番地５ 所長 髙崎　豊
2396 （株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町２丁目２番１２号 代表取締役 瀬尾　忠治
2399 （株）新居千秋都市建築設計 東京都目黒区祐天寺２ー１４ー１９四宮ビル２階 代表取締役 新居　千秋
2400 日本シビックコンサルタント（株）名古屋事務所 愛知県名古屋市東区東桜２丁目１７番１４号 所長 窪田　安晃

2401 富士エンジニアリング（株）
愛知県名古屋市千種区池下１丁目１１番２１号サンコート池
下　５階

代表取締役社長 寺本　博亘

2402 山田建築事務所 岐阜県岐阜市鏡島西１ー１１ー３０ 所長 山田　仁
2405 （一財）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ー６ 理事長 南川　秀樹
2408 （有）小林建築設計事務所 岐阜県高山市西之一色３ー１７２８ー１ 代表取締役 小林　美由紀
2409 （株）文化財保存計画協会 東京都千代田区一ツ橋２ー５ー５ 代表取締役 矢野　和之
2410 （株）トライ 岐阜県中津川市茄子川１５３４番地１６６ 代表取締役 田口　義也
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2411 電気技術開発（株）名古屋支社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 支社長 成田　芳教
2412 ニチレキ（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市六条南１ー３ー１ 副所長 立野　壮太郎
2413 （有）大建ｍｅｔ 岐阜県岐阜市若宮町１丁目１０番地 代表取締役 平野　勝雅
2415 （株）大和地質　岐阜営業所 岐阜県岐阜市小野５８７ー２ 岐阜営業所長 大久保　卓
2417 （有）ウッドサークル 東京都中央区日本橋人形町二丁目１６番２号４階 代表取締役 中田　英史

2419 （株）西井都市建築設計事務所
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目６番１９号ライオンズシ
ティ久屋１１階

代表取締役 西井　信幸

2420 （株）日新ブリッジエンジニアリング　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市穂積１５８５の１ 所長 日比野　憲道
2422 （株）共栄コンサルタント 岐阜県郡上市大和町河辺４９７番地１ 代表取締役 増田　哲也
2423 （株）サーベイリサーチセンター　名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目１２番９号 名古屋事務所長 水口　行雄
2424 （株）帝国コンサルタント 福井県越前市国高１ー６ー１ 代表取締役 中西　誠一郎
2425 東洋コンサルタント（株）名古屋支店 愛知県名古屋市東区古出来１ー１ー８ 支店長 松本　富士夫
2426 （株）アコード 大阪府大阪市西区京町堀１ー１０ー１４ 代表取締役 福留　純子
2427 （有）イマセジオシステムズ 岐阜県美濃市３２０６番地４ 代表取締役 今瀬　勉
2428 （株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日１ー１０ー１ 代表取締役 津嶋　功
2429 （株）技研オガワ 岐阜県美濃加茂市古井町下古井２５１８ー４ 代表取締役 小川　龍三
2431 （株）ＣＰＣ　中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅南１ー１７ー１０ 支店長 河本　哲夫
2433 （株）森林テクニクス　岐阜営業所 岐阜県岐阜市城田寺７５１ー６８ 営業所長 前田　英典
2434 （株）地域環境システム研究所 大阪府大阪市北区豊崎三丁目１０番２号 代表取締役 畑間　慎哉
2435 （株）都市環境設計　三重事務所 三重県津市久居二ノ町１６８８ー１ 所長 神田　貴幸
2436 （一財）日本消防設備安全センター 東京都港区虎ノ門２ー９ー１６ 理事長 門山　泰明
2437 （株）服部多賢士設計室 岐阜県岐阜市須賀４ー３ー１６ 代表取締役 服部　貴則

2438 （株）林廣伸建築事務所
愛知県名古屋市東区泉一丁目１５番２３号チサンマンション
栄リバーパーク７０２号

代表取締役 林　廣伸

2439 （株）光測量コンサルタント 岐阜県中津川市小川町２番８号 代表取締役 吉川　義康
2440 藤コンサル（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市加納新本町三丁目１番地 取締役岐阜事務所長 遠田　信生
2441 （株）プランニングネットワーク 東京都北区田端新町３‐１４‐６ 代表取締役 伊藤　登
2442 （株）南出測量設計 岐阜県郡上市高鷲町大鷲２４４４ 代表取締役 蓑島　正人
2443 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング　岐阜営業所 岐阜県岐阜市北一色７‐２５‐２６ 所長 廣瀬　義純
2444 アルスコンサルタンツ（株） 石川県金沢市古府２丁目７６番地 代表取締役 瀧上　彰
2445 大井調査設計（株） 岐阜県恵那市東野１２３６ー１ 代表取締役 加地　健一
2446 （株）価値総合研究所 東京都千代田区大手町１ー９ー２ 代表取締役社長 蜂須賀　一世
2447 （株）カワセ測量設計 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方５１７番地２ 代表取締役 河瀬　幸弘
2448 （株）協同測量社 長野県長野市大字安茂里６７１番地 代表取締役 中澤　健爾
2450 （企）建築環境システム　名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区森末町４ー１２７ー３ 所長 藤沢　朋彦
2454 （株）相和技術研究所　関西支社　大阪事務所 大阪府大阪市西区南堀江４丁目３番２７号１０８ 所長 池本　正明
2455 （株）道路建設コンサルタント　岐阜営業所 岐阜県羽島市正木町大浦１４２８ 岐阜営業所長 川端　喜作
2456 （株）ナカノアイシステム　岐阜営業所 岐阜県岐阜市杉山町６ＡＯＫＩビル３０２号室 所長 番　逸成
2457 （株）中山綜合コンサルタント 和歌山県和歌山市栄谷２４１番地 代表取締役 中山　智支
2458 松岡測量設計（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市北柿ヶ瀬１０９番地２ 所長 服部　厚
2459 （株）三菱地所設計　中部支店 愛知県名古屋市中区栄二丁目３番１号 中部支店長 鳥羽　聡一郎
2460 （株）森緑地設計事務所　名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区千原町２―３９ 名古屋事務所長 松尾　恒美
2462 フジコンサルタント（株） 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字前波２２６番地 代表取締役 加藤　健司
2463 （株）ＫＲＣ 長野県長野市稲里町中央三丁目３３番２３号 代表取締役社長 宮入　賢一郎
2465 三和電子（株） 東京都千代田区神田猿楽町二丁目１番ー６号 代表取締役 鍋田　政志
2466 （株）エイト日本技術開発　岐阜事務所 岐阜県岐阜市西荘１丁目１３番１５号 事務所長 藤本　隆二
2468 （株）アイエスシイ 愛知県名古屋市昭和区福江２ー９ー３３ 代表取締役 森　富雄
2470 （株）藤井設計 岐阜県各務原市那加門前町三丁目八十三番地 代表取締役 藤井　孝一
2471 三協調査設計（株） 愛知県名古屋市中区大井町４ー１７ 代表取締役 浜田　哲也
2474 （株）日産技術コンサルタント　名古屋事務所 愛知県名古屋市中区栄五丁目２６番３９号 所長 井上　恭自
2476 （株）林事務所 岐阜県可児市広見１丁目３７番地 代表取締役 林　千年

2480 （株）みかんぐみ
神奈川県横浜市中区太田町６丁目７５番関内北原不動産ビ
ル４階

代表取締役 加茂　紀和子

2482 橋本技術（株）岐阜営業所 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町２ー２８８ー３ 所長 橋本　勇
2483 地域総合コンサルタント（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市近島３丁目１番１号　洋伸ビル２階 支店長 水野　成彌
2484 （有）ｋｗｈｇアーキテクツ 東京都杉並区荻窪５丁目１７番６号トーワビル３０１号 代表取締役 川原田　康子
2487 清水建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦一丁目３番７号 常務執行役員支店長 谷口　寛明
2488 イッセイコンサルタント（株）岐阜西濃支店 岐阜県岐阜市六条北３丁目１９ー９ 支店長 大野　秀之
2491 関西技術コンサルタント（株）　中部事務所 愛知県春日井市押沢台１丁目１番８ 営業統括 辻　裕司
2492 （株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場１ー１７ー１１上野ＢＲビル 代表取締役 岡村　雅明
2494 （株）中央クリエイト　岐阜営業所 岐阜県岐阜市茜部菱野２丁目６０番地５ 所長 伊藤　豪
2495 ユーディーアイ確認検査（株） 東京都文京区湯島１丁目８番２号 定期報告・外壁調査部 荒井　光世
2496 （株）測天 岐阜県多治見市北丘町５ー２ー１９７ 代表取締役 林　洋佐
2497 後藤耕太建築工房 岐阜県各務原市鵜沼羽場町１丁目１７番地１ 所長 後藤　耕太
2498 （株）プランテック総合計画事務所 東京都千代田区紀尾井町３番６号 代表取締役 来海　忠男
2501 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）名古屋 愛知県名古屋市東区葵１ー１９ー３０ 常務執行役員 天城　宏紀
2503 丸ス産業（株） 岐阜県加茂郡白川町三川１２７０ 代表取締役　 藤井　紳二
2504 （株）エステム 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２丁目１９番地の１ 代表取締役 塩﨑　敦子
2506 林建築工房一級建築士事務所 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水１６０３‐２ 主宰 林　新一
2507 （株）緑景 大阪府大阪市中央区上汐１ー４ー６ 代表取締役 瀬川　勝之
2510 （株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１ー２３ 代表取締役社長 市森　友明
2511 大和不動産鑑定（株）名古屋支社 愛知県名古屋市中区栄２丁目３番６号 名古屋支社長 齋藤　善彦
2512 （株）市川三千男建築設計事務所 愛知県名古屋市中区平和一丁目１５番３０号 代表取締役 市川　三千男
2513 （株）野崎設計 岐阜県養老郡養老町下笠１８２５番地の１ 代表取締役 野崎　新太郎
2514 （株）丸川建築設計事務所　東京事務所 東京都文京区小石川５ー１３ー５ 取締役東京事務所長 林　卓也
2515 （株）アビエルタ建築・都市 滋賀県彦根市芹橋１ー５ー３０ 代表取締役 北嶋　祥浩
2516 （有）荒井建築設計事務所 岐阜県郡上市白鳥町那留５３６ー１ 代表取締役 荒井　誠二
2518 （株）都市環境研究所　三重事務所 三重県津市広明町３５８番地 三重事務所長 五十子　修
2519 （株）宮本忠長建築設計事務所 長野県長野市大字柳原１８７５‐１ 代表取締役所長 宮本　仁夫
2520 新晃コンサルタント（株）多治見支店 岐阜県多治見市平井町一丁目７８番地 取締役支店長 近藤　直幸
2522 （株）橋梁コンサルタント　岐阜事務所 岐阜県羽島市竹鼻町３１８４番地８ 所長 桑原　睦
2525 （株）玉岡設計 愛知県名古屋市中区新栄１‐３９‐２１ 代表取締役 玉岡　宏光
2526 （株）スギウラ・アーキテクツ 東京都目黒区駒場３丁目２番１９号 代表取締役 杉浦　友哉
2527 （株）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
2528 （有）小島設計 岐阜県安八郡神戸町神戸１７４７ 代表取締役 小島　勝寛
2531 （株）継承社 三重県津市大谷町２０８番地３５ 代表取締役 小長谷　知弘
2532 （株）アルファプランニング 愛知県名古屋市瑞穂区河岸一丁目７番６号 代表取締役 岡林　宗章
2534 日新電通技研（株） 愛知県名古屋市中区栄３ー２５ー１６ 取締役社長 柴山　裕孝
2535 大和リース（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市薮田東２ー１ー６ 所長 吉本　浩之
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2537 （株）宮建築設計　東京支店 東京都中央区八丁堀２丁目２８番１０号 支店長 宮本　浩作
2538 ジオ・サーチ（株） 東京都大田区西蒲田７ー３７ー１０ 代表取締役社長 冨田　洋
2539 （株）ミユキデザイン 岐阜県岐阜市美殿町４３番地 代表取締役 大前　三樹
2543 中部水工設計（株）中濃事務所 岐阜県岐阜市東鶉７丁目６番地 所長 武藤　亮平
2544 丸栄調査設計（株） 三重県松阪市船江町１５２８番地の２ 代表取締役 松本　隆
2545 （株）グラン・ソラリス 岐阜県岐阜市薮田南３丁目４番３号 代表取締役 市橋　博司
2551 （株）川上建築事務所　本巣事務所 岐阜県本巣市宗慶３０５の１ 代表取締役 川上　勉
2552 （有）肥田設計 岐阜県大垣市千鳥町３ー９ー２ 代表取締役 岡島　和博
2553 環境計測（株）中部営業所 愛知県海部郡蟹江町大字今字下六反田６５ー１ 所長 高橋　啓一
2554 （株）ムラヤマ 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 代表取締役 矢倉　俊彦
2555 都市企画（株）アトリエＨＯＭＭＡ 愛知県岡崎市藤川町字中町南４８ 代表取締役 村上　雅郁
2556 （株）平和ＩＴＣ 福井県福井市渕１丁目１７０４番地 代表取締役 三上　洋史
2557 （株）金沢計画研究所 石川県金沢市西泉１ー６６ー１　スプリングポイント６階 代表取締役 水野　孝子
2559 （株）エックス都市研究所　中部事務所 愛知県名古屋市中区錦一丁目１８番２４号 所長 嶋影　徹
2561 （株）明和プラテック 三重県多気郡明和町大字斎宮３５７６番地３ 代表取締役 細渕　敏史

2562 日本振興（株）名古屋支店
愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目１２番９号グランスクエ
ア名駅南５階

支店長 國枝　新一

2563 （株）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
2564 （株）地域環境計画　名古屋支社 愛知県名古屋市名東区高社一丁目６８番地 名古屋支社長 井原　寛人
2565 （株）西日本設計 大阪府大阪市天王寺区寺田町２丁目５番１４号 代表取締役 爲國　剛
2566 （株）遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町一丁目９番１１号大鵬ビル４階 代表取締役 遠藤　克彦
2567 （有）西川建築設計事務所 福井県大野市糸魚町１番４５号 代表取締役 西川　国夫
2569 （株）ＵＲリンケージ　中部支社 愛知県名古屋市中区錦三丁目６番２９号 支社長 濱北　誠也
2572 大共測量（株） 岐阜県大垣市笠縫町西浦３８７ー２ 代表取締役 村瀬　幸弘
2575 （株）セントレック　岐阜営業所 岐阜県岐阜市西荘二丁目４番１５号 岐阜営業所長 鶴巻　歳裕
2576 （株）日本開発研究所三重 三重県津市広明町１２１番地の２ 代表取締役 庄司　勇木
2577 （株）東和テクノロジー　中部営業所 愛知県名古屋市北区大曽根二丁目１番１号 所長 福永　和弘
2578 明豊ファシリティワークス（株） 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 代表取締役 大貫　美
2579 （株）押田建築設計事務所 富山県富山市丸の内３丁目４番１６号 代表取締役社長 押田　洋治

2581 （有）設計事務所ゴンドラ 東京都文京区春日１丁目５番３号春日タウンホーム１階Ａ号 取締役 小林　純子

2582 （株）大村建築設計事務所 滋賀県長浜市南呉服町７番１３号 代表取締役 大村　修
2583 ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目６番地 代表取締役 平林　貴
2584 （株）飛州コンサルタント　岐阜営業所 岐阜県岐阜市市橋６―１０―１８水野ビル２０１ 営業所長 小椋　達彦
2585 （株）ほとり建築事務所 岐阜県岐阜市六条東２丁目１８ー５ 代表取締役 加賀　隆徳
2587 （株）建設環境研究所　中部支社 愛知県名古屋市中区錦３丁目２０番２７号 支社長 荒木　隆
2588 （株）Ｄ．Ｉ．Ｇ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ 愛知県名古屋市千種区山添町一丁目１０番地３号 代表取締役 吉村　昭範
2592 川端建築計画 滋賀県野洲市野洲１４８番地６ 代表 川端　眞
2593 （株）アスカ総合設計 三重県松阪市伊勢寺町５９０番地の４ 代表取締役 谷川　精一

2594 （株）日立建設設計　中部営業所 愛知県名古屋市中区栄３ー１７ー１２大津通電気ビル　３階 所長 最明　智

2595 （株）アトリエ・アンド・アイ 東京都世田谷区梅丘１ー２５ー１２ー２０１はしづめビル 代表取締役 坂本　一成
2597 （株）司設計事務所 愛知県名古屋市東区白壁２ー１ー３０ 代表取締役 山田　欽一
2598 （株）本間總合建築 東京都台東区北上野２ー３１ー３ 代表取締役 本間　充一
2601 日本栄伸システム設計（株） 東京都港区芝浦四丁目５番１１‐１０７号 代表取締役 園田　幸一
2602 第一設計監理（株）三重支店 三重県鈴鹿市算所３丁目９の５０　近藤ビル３Ｂ 支店長 福永　茂門
2603 （株）アプルデザインワークショップ 東京都文京区湯島４ー２ー１ 代表取締役 江口　英樹
2604 （株）ウエスコ名古屋営業所 愛知県名古屋市中区栄１丁目２２番地１６号 所長 江田　幸治
2605 （株）弥生コンサルタント 愛知県名古屋市北区如意一丁目１６９番地 代表取締役 新村　浩志郎
2606 共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０番１４号 代表取締役 飯田　精三
2608 （株）相和コンサルタント 岐阜県飛騨市　古川町沼町３７３ー１ 代表取締役社長 岡田　守
2609 （株）きんそく 京都府京都市南区上鳥羽大溝６番地 代表取締役 奥野　勝司
2611 （一社）中部地域づくり協会　岐阜支所 岐阜県岐阜市西荘二丁目４番１５号 支所長 大塚　康司
2612 （株）前野建築設計 三重県津市南中央６番６号 代表取締役 前野　初像

2613 （株）かんこう　名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄１ー２２ー２ライオンズホテル名古屋 支店長 藤井　浩一

2614 （有）香山壽夫建築研究所 東京都文京区本郷２ー１２ー１０ 代表取締役 香山　壽夫
2615 日本物理探鑛（株）中部支店 愛知県名古屋市名東区亀の井２ー１３４ 支店長 磯村　晃
2616 （株）環境施設コンサルタント 東京都新宿区左門町１６番１号 代表取締役 江遠　要甫
2617 （株）廣建築設備設計 岐阜県岐阜市北一色二丁目７番１８号 代表取締役 竹内　一廣
2618 （株）嶺水 長野県飯田市上郷別府１８２番地１ 代表取締役 小山　忠孝
2619 （株）シアターワークショップ 東京都渋谷区神宮前六丁目２３番３号 代表取締役 伊東　正示
2620 （株）隈研吾建築都市設計事務所 東京都港区南青山２ー２４ー８ 代表取締役 横尾　実
2621 （株）大宇根建築設計事務所 東京都町田市森野１丁目３３番地１８号幹ビル 代表取締役 宮地　洋樹
2622 阪急コンストラクション・マネジメント（株） 大阪府大阪市中央区難波四丁目７番１４号 代表取締役 笠井　寛
2623 （株）無線放送設計事務所　北陸事業所 石川県金沢市本江町９番１０号 所長 川端　竜美
2624 （株）気象工学研究所 大阪府大阪市西区京町堀１丁目８番５号 代表取締役社長　 小久保　鉄也
2625 柴山コンサルタント（株） 愛知県名古屋市東区白壁１ー６９ 代表取締役 加藤　芳彦
2626 クリアウォーターＯＳＡＫＡ（株） 大阪府大阪市中央区船場中央２丁目２番５ー２３３号 代表取締役社長 福井　聡
2627 （有）大矢コンサルタント 岐阜県恵那市長島町正家字後田１０６７ー２６６ 取締役 矢頭　善次
2628 （一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町３丁目９番１３号 理事長 坂山　修平

2629 （株）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

2630 （株）ティーハウス建築設計事務所
兵庫県神戸市中央区小野浜町１番４号デザイン・クリエイティ
ブセンター神戸４０３号室

代表取締役 槻橋　久仁子

2632 （株）丹青社 東京都港区港南１ー２ー７０ 代表取締役 高橋　貴志
2633 （株）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
2634 Ｋｒａｆｔ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ　一級建築士事務所 東京都目黒区青葉台４ー２ー１９ー５０６ 代表 中村　篤史
2635 （株）ジーベック 静岡県静岡市葵区唐瀬１丁目１７番３４号 代表取締役 松浦　好樹
2636 （株）プラスニューオフィス 東京都新宿区早稲田鶴巻町５３４第三八愛ビル１階 代表取締役 瀬戸　健似

2637 （株）住建設計
京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町５７９―
１

代表取締役 若野　豪宏

2638 北村直也建築設計事務所 岐阜県大垣市荒尾町１１５２ー１ 代表 北村　直也
2639 アトリエ岩田 岐阜県大垣市荒尾町９１３番１９ 代表 岩田　哲也
2640 （株）岩田建築事務所 岐阜県岐阜市東改田再勝５８番１ 代表取締役 岩田　俊明
2641 澤秀俊設計環境 岐阜県高山市赤保木町２９７ 代表 澤　秀俊
2642 日建設計コンストラクション・マネジメント（株） 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 代表取締役社長 水野　和則
2643 福田道路（株） 新潟県新潟市中央区川岸町１丁目５３番地１ 代表取締役 海野　正美
2644 （株）ＣＯＲＥ技術研究所 大阪府大阪市北区西天満１丁目２番５号 代表取締役社長 真鍋　英規
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商号 住所 代表者名

資格者番号一覧表

2645 （株）トータルシステム 岐阜県岐阜市岩田西１丁目９６番地 代表取締役 山田　克弘
2646 Ａｉ設計室（有） 岐阜県岐阜市細畑３ー１２ー１３ 代表取締役 小野木　徹
2647 内外地図（株） 東京都千代田区神田小川町三丁目２２番地 代表取締役 五本木　秀昭
2648 シーラカンスケイアンドエイチ（株） 東京都杉並区永福２丁目２３番５号ＨＨＨ 代表取締役 堀場　弘
2649 早川都市計画（株） 愛知県豊田市美里二丁目１７番地の５ 代表取締役 早川　正喜
2650 （株）名康設計 岐阜県岐阜市大菅北１６番２６号 代表取締役 下川　康夫
2651 日本都市技術（株）愛知事務所 愛知県名古屋市中区錦一丁目５番１３号 所長 保坂　茂
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