
Ｎｏ 受付番号 商号又は名称 有　　資　　格 希　望　工　種 代　　表　　者 所　　在　　地

1 155 ㈲大樹清掃社 産業廃棄物運搬、浄化槽維持管理清掃 産業廃棄物運搬、浄化槽維持管理清掃等代表取締役　小川　津久鶴 大樹町柏木町11番地15

2 233 ㈱エスクリーン 浄化槽保守点検・産業廃棄物 浄化槽保守点検・産業廃棄物等 代表取締役　杉村　聡 大樹町字日方149番地

3 383 ㈲福岡測量設計事務所 測量,土木設計,技術資料 測量,土木設計,技術資料 代表取締役　前田　健次 大樹町字日方400-91

Ｎｏ 受付番号 商号又は名称 有　　資　　格 希　望　工　種 代　　表　　者 所　　在　　地

1 14 アークコーポレーション(株) 測量,土木設計,技術資料, 測量,土木設計,技術資料, 代表取締役　伊豆倉　米郎 帯広市東6条南7丁目20番地

2 17 (株)十勝測量設計社 測量,土木設計,技術資料, 測量,土木設計,技術資料, 代表取締役　金川　秀之 中川郡本別町上本別17番地6

3 18 まちの建築家　あくてぃぶネット協同組合 建築設計,技術資料, 建築設計,技術資料, 代表理事　竹本　泰之 帯広市西16条南6丁目3番18号

4 21 アラヤ総合設計(株) 測量,土木設計,技術資料, 測量,土木設計,技術資料, 代表取締役　坂井　　健 帯広市西17条南12丁目2番地2

5 36 ㈱富士雄設計コンサルタント 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 代表取締役　白石　弘 帯広市自由が丘４丁目1番地13

6 37 菊地技術コンサルタント㈱ 測量,土木設計,技術資料, 測量,土木設計,技術資料, 代表取締役　菊池　教之 幕別町札内中央町532番地

7 50 ㈲鈴木測量設計事務所 測量,土木設計, 測量,土木設計, 代表取締役　若原　史彦 中川郡幕別町札内西町80番地16

8 55 東和工研㈱ 測量,土木設計,建築設計,建設コンサル 測量,土木設計,建築設計,技術資料 代表取締役　田中　雅人 帯広市東１条南１丁目10番地

9 58 ㈱岡田設計帯広事務所 建築設計, 建築設計, 取締役帯広事務所所長　袰地　潤一 帯広市西５条南２９丁目２番地２

10 66 ㈱ズコーシャ 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 代表取締役　高橋　宣之 帯広市西１８条北１丁目17番地

11 80 ㈱帯広土木設計 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 代表取締役　中野　寛 帯広市西７条南１６丁目２番地５

12 87 太平洋総合コンサルタント㈱帯広支店 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,建設コンサル 支店長　小川　栄一 河西郡芽室町東芽室基線13番地31

13 91 エスエスコンサル㈱ 地質調査,土木設計,技術資料,建設 地質調査,土木設計,建設コンサル, 代表取締役　斉藤　健司 足寄町南６条４丁目62番地

14 103 平田技術コンサルタント(株) 測量,土木設計,技術資料, 測量,土木設計,技術資料, 代表取締役　高瀬　裕之 帯広市西1条南22丁目3番地2

15 133 ㈱松田技術コンサルタント 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 代表取締役　松田　　基 帯広市西14条南30丁目2番地15

16 146 ㈱象設計集団 建築設計, 建築設計, 代表取締役　岩田　英来 音更町字然別北８線西45

17 161 ㈱シン技術コンサル　帯広支店 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計建設コンサル支店長　片岡　史朗 帯広市東１条南９丁目１２番地２

18 171 ㈱安井測量設計事務所 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 測量,土木設計,建設コンサル,補償コンサル, 代表取締役　安井　塔基 帯広市西１０条南８丁目5-7

19 173 バイオマスリサーチ㈱ 建築設計,技術資料,委託その他, 建築設計,技術資料,委託その他, 代表取締役　菊池　貞雄 帯広市東２条南４丁目10

20 180 (株)北海道ロードサービス道東支店 道路清掃,委託その他, 道路清掃,委託その他, 道東支店長　西野　政裕 帯広市西12条北1丁目13番地

21 191 アルス・ゼータ㈲ 建築設計, 建築設計, 代表取締役　酒井　啓次 帯広市東４条南２４丁目１番地５

22 201 北王コンサルタント(株) 測量,土木設計,建築設計,技術資料 測量,土木設計,建築設計,建設コンサル 代表取締役　石川　健司 帯広市西7条北1丁目11番地

23 246 丸菱測量設計㈱ 測量,土木設計,技術資料, 測量,土木設計,技術資料, 代表取締役　野村　嘉夫 帯広市西１条南２３丁目13番地1

24 247 匠コンサルタンツ㈱ 測量,地質調査,建設コンサル, 測量,地質調査,建設コンサル, 代表取締役　高堂　匠美 帯広市東１条南16丁目１５番地

25 260 ㈱ホーエイ 測量,土木設計,技術資料, 測量,土木設計,技術資料, 代表取締役　蓼内　利次 幕別町幸町31-3

26 264 ㈱瀬野測量コンサル 測量, 測量, 代表取締役　阿部　信博 帯広市西１８条北１丁目5-7

27 275 ㈱北開水工コンサルタント 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,建設コンサル 代表取締役　森田　康志 音更町共栄台西１１丁目1番地

28 282 ㈲福井設計 建築設計, 建築設計, 代表取締役　福井　慶子 帯広市緑ヶ丘１条通５丁目6-1

29 283 コスモ測量設計㈱ 測量,土木設計,技術資料, 測量,土木設計,技術資料, 代表取締役　矢部　秀樹 足寄町南６条１丁目29番地1

30 302 ㈲ネオテック 測量, 測量, 代表取締役　佐藤　尚宏 帯広市西６条南５丁目3

31 314 ㈱中央エンジニア 測量,土木設計,技術資料, 測量,土木設計,技術資料, 代表取締役　上垣　香世子 帯広市東１０条南５丁目4-1

32 321 ㈲共栄技研 測量,土木設計,技術資料, 測量,土木設計,技術資料, 代表取締役　堀内　正利 幕別町札内西町95番地6

33 322 ㈲旭東測量設計社 測量, 測量, 代表取締役　小田島　泰子 帯広市東３条南１０丁目2-5

34 329 ㈱土木技術コンサルタント 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 代表取締役　土井　紀代子 帯広市西１条南２７丁目１番地

35 339 北海道道路保全㈱ 道路清掃, 道路清掃, 代表取締役　土屋　英之 帯広市西２３条北１丁目1番16号

36 342 ㈱高崎　帯広支社 測量,土木設計,建築設計,技術資料 測量,土木設計,建築設計,技術資料 支社長　大道　靖司 帯広市西１４条南１２丁目3番地41

37 352 ㈱広尾測量 測量,土木設計,技術資料, 測量,土木設計,技術資料, 代表取締役　齊藤　政明 広尾町西２条１１丁目1番地

38 367 ㈲新東測量設計社 測量,土木設計,技術資料, 測量,土木設計,技術資料, 代表取締役　鯖戸　基浩 帯広市東１条南１丁目５番地

39 374 ㈱モリ建築設計室 建築設計, 建築設計, 代表取締役　森　義孝 帯広市緑ヶ丘東通東４０番地

40 375 ㈱田中測量設計 測量,土木設計,技術資料,補償コンサル, 測量,土木設計,技術資料,補償コンサル, 代表取締役　田中　一郎 帯広市西２条南１７丁目１２番地

41 379 新和測量㈱帯広支店 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 支店長　松本　召司 帯広市西１４条南３４丁目５番地１２

42 382 環境整備（株） 建築設計,委託その他, 建築設計,委託その他, 代表取締役　藤原　治 幕別町旭町９１番地

43 389 ㈱谷津設計 建築設計, 建築設計, 代表取締役　谷津　征彦 帯広市新町西６丁目32番地

44 417 ㈱青土 建築設計, 建築設計, 代表取締役　町山　一郎 音更町字万年西１線４７番地

45 440 ㈱有賀さく泉工業 地質調査, 地質調査, 代表取締役　正木　省司 帯広市東３条南１９丁目1番地

46 447 (株)　門建築設計事務所 建築設計, 建築設計, 代表取締役　門　成明 帯広市西７条南３丁目7番地1

47 479 ニチゴ産業㈱ 地質調査, 地質調査, 代表取締役　足助　護 帯広市西３条南４丁目4番地1

48 489 ㈲シツカワ測量 測量,土木設計, 測量,土木設計, 代表取締役　漆川　悦啓 更別村字更別南１線91番地8

49 511 ㈱神田設計 建築設計, 建築設計, 代表取締役　神田　光英 帯広市東３条南９丁目18番地

50 523 ㈱創造設計舎 建築設計, 建築設計, 代表取締役社長　太田　豊 帯広市公園東町１丁目6番地1

51 538 ㈱北海道エコシス 道路清掃, 道路清掃, 代表取締役　鍛冶　彰男 帯広市西２４条北４丁目5番地の4

52 584 北海道地図㈱帯広支店 測量,技術資料, 測量,技術資料, 帯広支店長　周藤　利通 帯広市西２条南１１丁目1-2　清水ビル

53 605 ㈲設計工房アーバンハウス 建築設計, 建築設計, 代表取締役　小野寺　一彦 帯広市西６条南２丁目12番地6

54 607 ㈱アクト 代表取締役　内海　洋 帯広市大通南１６丁目２番地２

Ｎｏ 受付番号 商号又は名称 有　　資　　格 希　望　工　種 代　　表　　者 所　　在　　地

1 2 (株)プラテック 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　中島　和義 釧路市光陽町2番2号

2 10 (株)開発調査研究所 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役社長　名畑　成徳 札幌市豊平区月寒東4条10丁目7番1号

3 12 (株)イーエス総合研究所 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　伊藤　幸一 札幌市東区中沼西5条1丁目8番1号

4 16 (株)ＮＪＳ　札幌営業所 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 所長　遠藤　博光 札幌市中央区北3条西3丁目1番地

5 24 国土防災技術北海道(株) 測量,地質調査,土木設計, 測量,地質調査,土木設計, 代表取締役　小野　由紀光 札幌市中央区北3条東三丁目1番地30

6 28 上山試錐工業(株) 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役社長　上山　　弘 札幌市中央区北2条東3丁目1番地の7

7 29 (株)建設コンサルタント 地質調査,建築設計, 地質調査,建築設計, 代表取締役　笠原　成悟 札幌市北区北13条西4丁目1番6号

8 34 ㈱コムズワーク 建築設計,技術資料, 建築設計,技術資料, 代表取締役　竹之内　久 札幌市西区西町北１２丁目7-10

9 40 ㈱西村建築設計事務所 建築設計, 建築設計, 代表取締役　西村　元 札幌市中央区南２条西１３丁目318番地

10 43 ㈱サッポロ・エンジニヤーズ 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 代表取締役　鈴木　桐花 札幌市中央区南７条西２丁目1番地8

11 44 ㈱開発工営社 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 代表取締役会長　髙橋　公浩 札幌市中央区北４条西５丁目1番地

12 45 ダイシン設計㈱ 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 代表取締役　村口　明 札幌市中央区北５条西６丁目1番地23

13 46 北海航測㈱ 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 代表取締役社長　矢橋　潤一郎 札幌市中央区北３条西１７丁目2番地36

14 48 大地コンサルタント㈱ さく井,水道施設,測量,地質調査,土木設計さく井,水道施設,測量,地質調査,土木設計代表取締役社長　千葉　新次 旭川市４条西２丁目1番12号

15 49 ㈱環境緑地研究所 測量,土木設計,建築設計,技術資料 測量,土木設計,建築設計,技術資料 代表取締役　村上　恒久 札幌市中央区北４条西６丁目1番地1

16 74 トキワ地研㈱ 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　小林　直幹 札幌市東区北２８条東２丁目７７９

17 77 ㈱中原建築設計事務所 建築設計, 建築設計, 代表取締役社長　中澤　光夫 旭川市本町１丁目840番地7

18 78 (株)三共コンサルタント 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　梨木　保雄 士別市東四条3丁目2番地

19 82 パブリックコンサルタント㈱ 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役社長　長　榮作 札幌市中央区北５条西６丁目1番地23

大樹町指名競争入札参加資格者名簿（大樹町内：設計業務等事業者）

大樹町指名競争入札参加資格者名簿（十勝管内：設計業務等事業者）

大樹町指名競争入札参加資格者名簿（十勝管外：設計業務等事業者）



20 84 ㈱ユニオン・コンサルタント 測量,地質調査,土木設計,建設コンサル, 測量,地質調査,土木設計,建設コンサル, 代表取締役　関根　幸博 札幌市北区麻生町７丁目3番12号

21 89 ユニオンデーターシステム㈱ 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 代表取締役　岸本　健一 札幌市白石区本郷通１３丁目南5番9号

22 90 ㈱建設技術研究所北海道支社 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 支社長　相澤　利忠 札幌市中央区北３条西３丁目1-6

23 95 八千代エンジニヤリング(株)北海道営業所 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 所長　石川　義樹 札幌市中央区北3条西1丁目1番地11

24 96 ㈱シバンス 測量,地質調査,土木設計,技術資料, 測量,地質調査,土木設計,技術資料, 代表取締役　船場　保 石狩市花川南１条４丁目102番地

25 97 ㈱日本工房 建築設計, 建築設計, 代表取締役　澤田　貞和 札幌市中央区北１条西７丁目3

26 98 日本都市設計㈱ 建築設計,技術資料, 建築設計,技術資料, 代表取締役　武部　幸紀 札幌市中央区南９条西６丁目1番37号

27 102 ㈱細道コンサルタント 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　久保　佳幸 浦河町向が丘東１丁目538-67

28 107 ㈱帝国設計事務所 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 代表取締役　礒部　勝彦 札幌市東区北２５条東１２丁目1番12号

29 108 ㈱札幌日総建 建築設計, 建築設計, 代表取締役　渡辺　順治 札幌市中央区南１条西８丁目１番地

30 111 ㈱ドート 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　藤原　直徳 札幌市東区北１３条東７丁目5番1号

31 113 アド・エンジニアリング㈱ 建築設計, 建築設計, 代表取締役　大宮　忠雄 札幌市北区北１１条西３丁目2番20-102号

32 114 ㈱田辺構造設計 土木設計,建築設計,技術資料, 土木設計,建築設計,技術資料, 代表取締役　田辺　勝昭 札幌市東区北１９条東８丁目5番11号

33 115 藤井測量設計㈱ 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 代表取締役　阿部　孝 旭川市神居１条９丁目4番15号

34 118 ㈱アクアジオテクノ 地質調査,土木設計,技術資料, 地質調査,土木設計,技術資料, 代表取締役　石塚　学 札幌市白石区本郷通９丁目北４番5号

35 122 三和航測㈱北海道支社 測量,土木設計,技術資料, 測量,土木設計,技術資料, 支社長　大西　錦城 札幌市白石区本通１２丁目南５－１８－３０１

36 124 ㈱西塚構造事務所 建築設計,技術資料, 建築設計,技術資料, 代表取締役　　西塚　壯市 札幌市中央区北１条西９丁目３番地２７

37 127 東洋ロードメンテナンス㈱ 技術資料,道路清掃,委託その他, 技術資料,道路清掃,委託その他, 代表取締役　山口　拓宏 札幌市中央区北６条西２２丁目2-7

38 128 高野ランドスケーププランニング㈱ 土木設計,建設コンサル, 土木設計,建設コンサル, 代表取締役　金清　典広 札幌市中央区北２０条西１５丁目7-21

39 129 ㈱ルーラルエンジニア 測量,土木設計,建築設計,技術資料, 測量,土木設計,建築設計,技術資料, 代表取締役　有好　利典 深川市広里町４丁目1-3

40 131 鹿島建設(株)北海道支店 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 執行役員支店長　山本　　徹 札幌市中央区北二条西四丁目1番地3

41 136 ㈱石本建築事務所札幌オフィス 土木設計,建築設計,建設コンサル, 土木設計,建築設計,建設コンサル, 札幌オフィス代表　河野　竜夫　 札幌市中央区南１条西２丁目5番地

42 140 ㈱アリヤス設計コンサルタント 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　河村　有泰 札幌市中央区南２条西２４丁目２番１０号

43 141 ㈱ニューアクシス 測量,土木設計,建築設計,技術資料 測量,土木設計,建築設計,技術資料 代表取締役　山下　晴久 旭川市東鷹栖東３条４丁目２１６３番地

44 144 ㈱ダイヤコンサルタント北海道支社 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 支社長　中平　啓二 札幌市北区北10条西2丁目13番地2

45 152 ㈱まちづくり計画設計 土木設計,建築設計,技術資料 土木設計,建築設計,技術資料 代表取締役　佐藤　邦昭 札幌市中央区南１条西５丁目17-2　

46 154 ㈱ホクリンコンサルタント 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 代表取締役　鈴木　文雄 北見市三楽町222-36

47 156 ㈱綜企画設計　札幌支店 建築設計,技術資料, 建築設計,技術資料, 支店長　大石　武志 札幌市白石区平和通3丁目北3番3号

48 157 (株)北海道綜企画 代表取締役　大石　武志 札幌市白石区平和通3丁目北3番3号

49 160 メルテックコンサルタント㈱ 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 代表取締役　大久保　勝治 札幌市西区二十四軒1条4丁目1番10号

50 163 (株)ＨＢＡ 技術資料, 技術資料, 代表取締役執行役員社長　伊藤　尚樹札幌市中央区北四条西七丁目1番地8

51 167 和光技研㈱ 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　細川　康司 札幌市西区琴似３条７丁目5-22

52 168 ㈱アトリエアク 土木設計,建築設計,建設コンサル, 土木設計,建築設計,建設コンサル, 代表取締役　柳谷　宰 札幌市中央区北２条西２６丁目２－１２

53 169 (株)真紀設備設計事務所 建築設計, 建築設計, 代表取締役　片峰　淑子 札幌市西区二十四軒1条7丁目1番25号

54 172 アルスマエヤ㈱ 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　前谷　俊幸 札幌市厚別区厚別中央４条３丁目7-17

55 174 ㈱引谷設計事務所 測量,土木設計,技術資料 測量,土木設計,技術資料 代表取締役　山本　学 札幌市東区北４３条東８丁目2番6号

56 177 ㈱拓殖設計 測量,土木設計,建設コンサル, 測量,土木設計,建設コンサル, 代表取締役　佐藤　義昭 札幌市中央区南５条西２３丁目2番7号

57 185 ㈱遠藤建築アトリエ 建築設計, 建築設計, 代表取締役　遠藤　謙一良 札幌市西区西野３条８丁目２－１

58 188 （財）日本森林林業振興会札幌支部 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 支部長　掘　幸夫 札幌市中央区宮の森４条４丁目1-5

59 189 ㈱タナカコンサルタント 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　田中　雄太 苫小牧市新開町２丁目1番3号

60 190 ㈱森林テクニクス札幌支店 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 支店長　鎌滝　　晋 札幌市中央区北１条東１丁目4番地1

61 192 ㈱都市設計研究所 建築設計, 建築設計, 代表取締役　松田　眞人 札幌市中央区南１条東３丁目10-1

62 194 ㈲アーキシップアソシエイツ 建築設計, 建築設計, 取締役　久保田　知明 札幌市東区北８条東３丁目1番1号　

63 197 日本ケーブル(株)札幌支店 測量,建築設計, 測量,建築設計, 執行役員札幌支店長　渡辺　　忍 札幌市中央区宮の森四条一丁目3番地35号

64 199 ㈱大建設計札幌事務所 土木設計,建築設計,建設コンサル, 土木設計,建築設計,建設コンサル, 所長　江頭　恵一 札幌市北区北７条西７丁目1番地30号

65 202 グローバル設計㈱ 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 代表取締役　古高　雄二 札幌市中央区南２条西１０丁目1-4

66 203 ㈱松村電機製作所　札幌営業所 電気,機械器具, 電気,機械器具, 所長　久保田　誠一 札幌市中央区南３条西３丁目８番１号

67 204 (株)補償セミナリー 技術資料,補償コンサル,計量証明, 技術資料,補償コンサル,計量証明, 代表取締役　中野　　芳 札幌市南区川添五条二丁目1番32号

68 205 ㈱日本技建 建築設計, 建築設計, 代表取締役　佐藤　文彦 札幌市中央区南１条西１６丁目1-285

69 208 日本水工設計㈱札幌事務所 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 所長　益山　利幸 札幌市北区北７条西１丁目１番地２

70 209 ㈱中山設計事務所 建築設計, 建築設計, 代表取締役　藤原　昇梧 札幌市中央区南１条西７丁目12

71 214 冨洋設計㈱北海道支社 測量,土木設計,建設コンサル, 測量,土木設計,建設コンサル, 取締役支社長　津田　貴之 札幌市中央区北１条西１０丁目1番地17

72 215 内外エンジニアリング北海道㈱ 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 代表取締役社長　越野　寿一 札幌市中央区南１条東１丁目3番地

73 216 川崎地質㈱北海道支店 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 支店長　吉田　透 札幌市中央区北１条東２丁目5番2号

74 217 北海道農林土木コンサルタント㈱ 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　佐藤　浩吉 札幌市東区北２４条東３丁目３番１０号

75 221 ㈱田西設計コンサル 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役社長　近藤清隆 札幌市西区八軒６条西７丁目２番８号

76 222 ㈱渡辺建築設計 建築設計, 建築設計, 代表取締役　中原　茂人 札幌市厚別区厚別中央３条１丁目１１番３号

77 228 道興建設㈱ 技術資料,委託その他, 技術資料,委託その他, 代表取締役　佐藤　寿一 札幌市南区川沿１７条２丁目２番８号

78 230 (株)吉岡経営センター 代表取締役　吉岡　高広 札幌市中央区北6条西24丁目1番30

79 233 東日本設計㈱ 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 代表取締役　石川　孝二 札幌市中央区大通西２５丁目4-18

80 235 オリジナル設計㈱札幌事務所 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 所長　須田　充生 札幌市中央区北1条東1丁目4-1

81 236 ㈱エーティック 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役社長　舟田　幸太郎 札幌市西区２４軒１条５丁目6-1

82 240 ㈱ユニテック 測量,土木設計,技術資料, 測量,土木設計,技術資料, 代表取締役　藤井　紀綱 札幌市中央区宮の森２条１丁目７番２号

83 241 ㈱アトリエブンク 地質調査,土木設計,建築設計,技術資料 地質調査,土木設計,建築設計,技術資料 代表取締役　菅沼　秀樹 札幌市中央区北２条東４丁目1-2

84 242 環境コンサルタント㈱ 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　濱口　憲太 釧路市錦町5丁目３番地

85 251 東邦コンサルタント㈱ 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　橋　俊之 釧路市鳥取大通４丁目１６番２３号

86 255 ㈱ぎょれん設計センター 建築設計, 建築設計, 代表取締役　田元　仁司 札幌市中央区北３条西７丁目１

87 261 ㈱ＫＩＴＡＢＡ 土木設計,技術資料,建設コンサル, 土木設計,技術資料,建設コンサル, 代表取締役　神長　敬 札幌市中央区大通東３丁目１番地

88 263 野外科学㈱ 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　高岡　伸一 札幌市東区苗穂町１２丁目2-39

89 277 株式会社　公清企業 技術資料,計量証明,委託その他, 技術資料,計量証明,委託その他, 代表取締役　原田　利明 札幌市中央区北1条東15丁目140番地

90 287 ㈱アクアソーケン 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 代表取締役　浜田　和男 札幌市中央区北１１条西２０丁目1番8号

91 288 北海道造園設計㈱ 土木設計,技術資料,建設コンサル, 土木設計,技術資料,建設コンサル, 代表取締役　佐藤　俊義 札幌市北区北７条西２丁目6番地

92 289 ㈱ホクスイ設計コンサル 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 代表取締役　大窪　政信 札幌市北区北６条西９丁目2

93 299 札幌施設管理㈱ 建築設計,技術資料, 建築設計,技術資料, 代表取締役　田中　芳章 札幌市白石区南郷通１４丁目北３番３７号

94 304 ㈱建築工房 建築設計, 建築設計, 代表取締役　北川　隆雄 札幌市中央区大通西１５丁目2番地8

95 307 エイコー技研㈱ 測量,土木設計,建設コンサル, 測量,土木設計,建設コンサル, 代表取締役　藤本　賀津緒 札幌市中央区南３条西９丁目９９８番地１７

96 311 防災地質工業㈱ 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　雨宮　和夫 札幌市北区新琴似７条１５丁目6番22号

97 315 ㈱北海道森林土木コンサルタント 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　東條　將之 札幌市中央区北４条東２丁目8-16

98 324 株式会社　旭川浄化 道路清掃,委託その他, 道路清掃,委託その他, 代表取締役　吉田　敏光 旭川市神居町上雨紛193番地1

99 325 大日本コンサルタント(株)札幌営業所 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 所長　山田　　勝 札幌市西区二十四軒一条5丁目6番地1号

100 330 ㈱シー・アイ・エス計画研究所 建築設計,技術資料, 建築設計,技術資料, 代表取締役社長　服部　倫史 札幌市北区北１０条西３丁目１３番地

101 331 アジア航測㈱札幌営業所 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 所長　舘野　英浩 札幌市中央区宮の森２条１丁目７番２号

102 332 ㈱復建エンジニアリング　札幌事務所 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 所長　船屋　　充 札幌市中央区北２条西２丁目７番地１

103 336 ㈱未来開発コンサルタント 測量,土木設計,建築設計,技術資料, 測量,土木設計,建築設計,技術資料, 代表取締役　米通　猛 札幌市中央区南２条西９丁目1-2

104 341 ㈱テクノクルー 建築設計, 建築設計, 代表取締役　矢吹　定夫 札幌市北区北７条西１丁目1-11

105 344 ㈱東和設計岩見沢支店 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 支店長　小川　義一 岩見沢市北２条西１２r丁目２－５－１０５

106 349 (株)サーベイリサーチセンター北海道事務所 土木設計,技術資料,建設コンサル, 土木設計,技術資料,建設コンサル, 所長　人見　俊介 札幌市中央区北一条東2丁目5番3号

107 350 ㈱東日本計装 電気,機械器具,電気通信, 電気,機械器具,電気通信, 代表取締役　三浦　修司 札幌市東区北４３条東１丁目4番23号



108 356 ㈱長大札幌支社 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 支社長　井上　雅弘 札幌市中央区北１条東２丁目5番3

109 359 ㈱ＨＲＣ研究所 土木設計,技術資料,建設コンサル, 土木設計,技術資料,建設コンサル, 代表取締役社長　渡邉　忠朋 札幌市豊平区月寒中央通６丁目１番１５号

110 361 ㈱シビテック 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役社長　渡辺　亮 札幌市白石区東札幌２条５丁目8番1号

111 370 一般財団法人　北海道建設技術センター 技術資料, 技術資料, 理事長　岡田　恭一 札幌市中央区北1条西1丁目6番地

112 372 ㈱古田設計事務所 土木設計,建築設計, 土木設計,建築設計, 代表取締役　遠藤　重紀 札幌市西区発寒５条３丁目１番18号

113 376 北海道建築設計監理㈱ 建築設計,技術資料, 建築設計,技術資料, 代表取締役社長　加藤　守 札幌市中央区北２条西１丁目10番地

114 381 ㈱エコニクス 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 代表取締役　三上　卓也 札幌市厚別区下野幌テクノパーク１丁目2番14号

115 387 ㈱ドーコン 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 代表取締役社長　佐藤　謙二 札幌市厚別区厚別中央１条５丁目4番1号

116 390 ㈱共立測量設計 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　富木　彰一 札幌市豊平区平岸８条１３丁目2番27号

117 391 国土情報開発㈱ 測量, 測量, 代表取締役社長　羽田　寛 東京都世田谷区池尻２丁目7番3号

118 394 ㈱八州北海道支社 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 支社長　太田　敦 札幌市中央区南１条西７丁目12番地

119 395 ㈱エヌエイチケイﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ札幌総支社　ﾌｧｼ建築設計,技術資料, 建築設計,技術資料, ﾌｧｼﾘﾃｨ技術事業部長　五十嵐　丈久 札幌市白石区東札幌６条４丁目1番11号

120 398 ㈱北日本技術コンサル 土木設計,建築設計,建設コンサル, 土木設計,建築設計,建設コンサル, 代表取締役　宮田　泰輔 札幌市豊平区中の島２条３丁目1番3号

121 399 ㈱ビィーシステム 測量,技術資料, 測量,技術資料, 代表取締役　佐藤　博幸 札幌市北区北９条西３丁目１０番地１

122 403 エヌ・エス㈱ 土木,建築,とび・土工,管,解体 土木,建築,とび・土工,管,解体 代表取締役　池田　利夫 札幌市北区新川３条１８丁目2番6号

123 404 エヌエス環境㈱北見営業所 技術資料,計量証明, 技術資料,計量証明, 所長　川合　義隆 北見市東相内町２２４番地

124 406 ㈱環境科学研究所 測量,技術資料,計量証明,委託その他, 測量,技術資料,計量証明,委託その他, 代表取締役　又野　昌秀 函館市西桔梗町28番地の1

125 410 応用地質㈱北海道事務所 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 事務所長　　山田　隆之 札幌市中央区北１条東１丁目２番５号

126 414 北海道土質コンサルタント㈱ 測量,地質調査,土木設計,建設コンサル, 測量,地質調査,土木設計,建設コンサル, 代表取締役　中川　岳 札幌市豊平区平岸１条２丁目5番16号

127 422 ㈱ＧＩＳ北海道 測量,技術資料, 測量,技術資料, 代表取締役　白川　彰 札幌市中央区南７条西１丁目73番地

128 436 ㈱創建社 測量,土木設計,建築設計, 測量,土木設計,建築設計, 代表取締役社長　森下　京佐 札幌市中央区南１条西１０丁目3番地

129 438 東和コンサルタント(株) 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 代表取締役　若本　直実 札幌市豊平区月寒東3条16丁目6番1号

130 442 中央コンサルタンツ㈱札幌支店 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 執行役員支店長　前田　修 札幌市中央区北４条東１丁目2番地3

131 443 パシフィックコンサルタンツ㈱　北海道支社 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 支社長　鈴木　剛 札幌市北区北７条西１丁目２番地６

132 444 ㈱明電エンジアニリング　北海道支店 電気,機械器具,電気通信, 電気,機械器具,電気通信, 支店長　高橋　明彦 札幌市東区北１３条東６丁目１番２３号

133 450 ㈱北海道日建設計 土木設計,建築設計,技術資料 土木設計,建築設計,技術資料 代表取締役社長　久保田　克己 札幌市中央区大通西８丁目2番地

134 457 ㈱エイト日本技術開発　札幌支店 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 支店長　時田　誠 札幌市北区北７条西７丁目1番地30号

135 466 ㈱ライヴ環境計画 土木設計,技術資料,建設コンサル, 土木設計,技術資料,建設コンサル, 代表取締役　有山　忠男 札幌市中央区北２条西１３丁目１番地１０

136 468 ㈱日水コン北海道支所 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 支所長　小棚木　修 札幌市中央区北３条西１丁目１番地

137 469 北海道土木設計㈱ 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役　佐々木　朗 札幌市中央区北２条西１丁目１番地

138 471 公益社団法人　釧路公共嘱託登記土地家屋調測量,委託その他, 測量,委託その他, 代表理事　瘧師　敏幸 釧路市宮本１丁目2番4号

139 474 ㈱二葉設計事務所 建築設計, 建築設計, 代表取締役　小倉　治郎 札幌市中央区南２条西１９丁目２９１番地６４

140 477 ㈱東京ソイルリサーチ札幌支店 測量,地質調査,土木設計 測量,地質調査,土木設計 支店長　大高　幸雄 札幌市白石区南郷通８丁目南1番15号

141 480 ㈱司設計事務所 建築設計, 建築設計, 代表取締役　安田　和芳 旭川市４条通２１丁目右１号

142 481 基礎地盤コンサルタンツ㈱北海道支社 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 支社長　知本　康男 札幌市白石区菊水７条２丁目7番1号

143 483 ㈱イ・エス・エス 土木設計,建設コンサル, 土木設計,建設コンサル, 代表取締役　西谷　保 東京都文京区小石川１丁目1番17号

144 494 ㈱ミライト北海道支店 建築設計,技術資料,建設コンサル, 建築設計,技術資料,建設コンサル, 北海道支店長　廣田　　誠 札幌市白石区菊水７条２丁目７番１号

145 497 ㈱地域環境計画北海道支社 技術資料,建設コンサル, 技術資料,建設コンサル, 取締役北海道支社長　浜田　拓 札幌市北区北１７条西１丁目１番３号

146 498 (株)日産技術コンサルタント東京支社 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 執行役員支社長　五十嵐　洋樹 東京都港区浜松町1丁目29番地6号

147 508 ㈱東洋コンサルタント北海道支社 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 支社長　宮本　仁一 札幌市中央区宮の森２条１丁目1番18号

148 510 ㈱環境リサーチ 測量,技術資料,補償コンサル,計量証明, 測量,技術資料,補償コンサル,計量証明, 代表取締役　森本　英嗣 札幌市豊平区中の島２条９丁目1番1号

149 513 ㈱岩見田・設計 建築設計, 建築設計, 代表取締役社長　山崎　信男 札幌市中央区北５条西１０丁目5番1号

150 514 一般財団法事　火葬研 建築設計,技術資料, 建築設計,技術資料, 代表理事　武田　　至 東京都千代田区神田錦町2-5-9

151 515 アースサイエンス㈱ 地質調査,建設コンサル, 地質調査,建設コンサル, 代表取締役　加藤　孝幸 札幌市北区３９条西３丁目2番1号

152 517 ㈱白樺設計 建築設計, 建築設計, 代表取締役　蒔田　淳一 札幌市中央区南１条西１７丁目1-18

153 521 ㈱パスコ　札幌支店 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 支店長　畠山　尚史 札幌市中央区南７条西１丁目１３番地７３

154 522 ㈱有我工業所 地質調査,建築設計, 地質調査,建築設計, 代表取締役　有我　充人 上富良野町中町３丁目２番１号

155 525 株式会社　乃村工藝社 建築設計, 建築設計, 代表取締役社長　榎本　修次 東京都港区台場2丁目3番地4号

156 526 一般財団法人　日本気象協会北海道支社 技術資料,建設コンサル, 技術資料,建設コンサル, 支社長　佐藤　隆光 札幌市中央区北４条西２３丁目1番18号

157 529 電気興業㈱北海道支店 建築設計,技術資料, 建築設計,技術資料, 支店長　石川　純二 札幌市北区北６条西６丁目２番地

158 532 ㈱高岡建築設計事務所 建築設計, 建築設計, 代表取締役　瀬尾　寛美 札幌市中央区北４条西６丁目1番地の3

159 534 ㈱構研エンジニアリング 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 代表取締役社長　竹田　俊明 札幌市東区北１８条東１７丁目１番１号

160 535 中央開発㈱札幌支店 測量,地質調査,土木設計,技術資料 測量,地質調査,土木設計,技術資料 支店長　阿部　哲男 札幌市北区北６条西９丁目２番地

161 536 ㈱日建社 建築設計, 建築設計, 代表取締役　田村　邦夫 札幌市中央区南１条西８丁目4番地1　

162 541 ㈱コンステック　札幌支店 土木設計,建築設計,技術資料 土木設計,建築設計,技術資料 支店長　蛯名　　学 札幌市中央区南３条西１０丁目1001-5

163 545 ㈱アルファ水工コンサルタンツ　 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 代表取締役　川森　晃 札幌市西区発寒９条１４丁目516番336

164 548 ㈱ｲﾋﾞｿｸ札幌営業所 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 所長　加藤　尚史 札幌市中央区南４条西１３丁目１番３５号

165 552 ㈱データベース 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 代表取締役　大森　康弘 札幌市北区北７条西５丁目8番5号

166 553 ㈱エル技術コンサルタント 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル 代表取締役　深見　実男 札幌市中央区北５条西１２丁目2　番地

167 557 ㈱通電技術 土木設計,建築設計,技術資料,建設コンサル 土木設計,建築設計,技術資料,建設コンサル 代表取締役　三野　仁 札幌市白石区平和通２丁目北１１番２０号

168 561 環境クリエイト㈱ 技術資料,計量証明,委託その他, 技術資料,計量証明,委託その他, 代表取締役　細川　裕俊 札幌市東区北２０条東２丁目2-32

169 562 ㈱サン設計事務所 建築設計, 建築設計, 代表取締役　吉岡　潤三 札幌市東区北３３条東６丁目2番28号

170 565 ㈱都市整備コンサルタント 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 代表取締役　大沼　俊道 札幌市中央区北１条西19丁目1番地4

171 566 明治コンサルタント㈱ 測量,地質調査,土木設計,技術資料,建設コンサ測量,地質調査,土木設計,技術資料,建設コンサル代表取締役社長　林　雅一 札幌市中央区南７条西１丁目2番地1

172 569 (株)横河建築設計事務所　札幌事務所 建築設計, 建築設計, 所長　坂本　昌司 札幌市中央区大通西5丁目8番地

173 575 エヌエス環境㈱札幌支社 測量,地質調査,土木設計,技術資料,建設コンサ測量,地質調査,土木設計,技術資料,建設コンサル支社長　倉井　規広 札幌市中央区北１条西１６丁目１番地１２

174 576 越前屋試錐工業㈱ 地質調査,土木設計,技術資料,建設コンサル, 地質調査,土木設計,技術資料,建設コンサル, 代表取締役　牧野　良基 札幌市白石区栄通８丁目１番１５号

175 577 ㈱北海道朝日航洋釧路支店 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 測量,土木設計,技術資料,建設コンサル, 支店長　酒井　靖生 釧路市北大通11丁目1番2号

176 578 ㈱山下設計北海道支社 土木設計,建築設計,建設コンサル, 土木設計,建築設計,建設コンサル, 支社長　横堀　士郎 札幌市中央区大通西４丁目

177 583 国際航業株式会社北海道支店 測量,地質調査,土木設計,技術資料,建設コンサ測量,地質調査,土木設計,技術資料,建設コンサル支店長　梅原　亮介 札幌市北区北７条西７丁目1番地

178 589 ㈱北海道気象技術センター 測量,技術資料,建設コンサル, 測量,技術資料,建設コンサル, 代表取締役　松岡　直基 札幌市中央区北４条西２３丁目１番１８号

179 596 日本工営㈱札幌支店 測量,地質調査,土木設計,建築設計 測量,地質調査,土木設計,建築設計 支店長　橋場　克泰 札幌市中央区北５条西６丁目２

180 601 ㈱隈研吾建築都市設計事務所 建築設計, 建築設計, 代表取締役　横尾　実 東京都港区南青山２－２４－８

181 608 ＡＵＲＡ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ㈱ 建築設計, 建築設計, 代表取締役　山本　謙一 札幌市厚別区厚別中央２条２丁目３番６号

182 609 ＮＴＣコンサルタンツ㈱北海道支社 測量,地質調査,土木設計,技術資料,建設コンサ測量,地質調査,土木設計,技術資料,建設コンサル支社長　柳　浩徳 札幌市中央区南１条西8丁目1番地1
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