
№ 商号又は名称 住所

1 （株）進藤設計事務所 山梨県甲府市塩部３－１３－３

2 昭和測量（株） 山梨県甲府市中央３－１１－２７

3 （株）メイキョー 山梨県甲府市徳行２－２－３８

4 （株）山梨ボーリング 山梨県甲府市西高橋町２３３

5 （株）ハヤテ・コンサルタント 山梨県甲斐市篠原１４３６－１

6 雄測量設計（株） 山梨県甲斐市団子新居３４７

7 （株）三宅建築設計事務所 山梨県甲府市飯田２－６－６

8 （株）小野不動産鑑定 山梨県甲府市湯田１－１１－７

9 森田測量（株） 山梨県笛吹市石和町四日市場１６４８

10 （株）峡東測量設計 山梨県山梨市小原西１１４５

11 （株）エスティ設計 山梨県甲州市勝沼町小佐手７１８

12 （有）新谷建築設計事務所 山梨県甲斐市中下条９５３－１０

13 （有）甲斐資産評価システム 山梨県甲府市千塚３－９－３７

14 （有）高部設計 山梨県富士吉田市旭３－１３－２５

15 （有）アスカ測量設計 山梨県北杜市長坂町夏秋７４１

16 （株）イズ 山梨県甲府市飯田４－７－１４

17 （株）山梨地質 山梨県甲府市貢川本町４－３１

18 疾測量（株） 山梨県甲斐市篠原１４３６－１

19 （株）鶴田不動産鑑定 山梨県甲府市丸の内２－３０－１０

20 （株）デジタルアライアンス 山梨県甲府市北口２ー１２ー１

21 （株）土谷設計事務所 山梨県南アルプス市小笠原１１２５

22 （株）大栄測量 山梨県甲府市池田１－１１－２５

23 エフワークスエンジニアリング（株） 山梨県都留市夏狩１６６２－６

24 （有）三井シーズテック 山梨県甲斐市篠原２７４１

25 （株）明和測量 山梨県中巨摩郡郡昭和町西条新田３９８－１

26 （株）いえプロ 山梨県甲府市上石田３－４－１１

27 ヤマテック（株） 山梨県甲斐市竜王２７７３－１　メゾン小尾Ｂ－１

28 （株）サクセン山梨 山梨県甲府市住吉３－６－２０

29 （株）テック・エンジニア 山梨県大月市大月町花咲１６７７－１２

30 （株）甲斐コンサルタント 山梨県韮崎市本町２－１５－３０

31 （株）南誠測量 山梨県南巨摩郡身延町波高島２８９
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32 （株）カワイコンサルタント 山梨県笛吹市御坂町成田２０３４

33 （株）溝呂木構造設計室 山梨県上野原市和見１０４７

34 （株）久保嶋不動産鑑定 山梨県甲府市湯田２－３－１８

35 （株）日測 山梨県甲斐市大下条７４８

36 （株）馬場設計 山梨県甲府市塩部４－１５－８

37 （株）富士測量 山梨県甲府市富士見２－２－３５

38 （株）秀建コンサルタント 山梨県中央市臼井阿原７１２－１

39 （株）アースワークス 山梨県甲府市幸町１３－２１

40 （株）サンポー 山梨県甲斐市竜王新町２２７７－１５

41 （株）八田測量 山梨県南アルプス市野牛島２３８５－１１

42 （株）アメニティー 宮下建築設計 山梨県笛吹市一宮町田中１２４８

43 （株）蒼和コンサルタント 山梨県甲府市大里町１４８－２

44 （株）東測 山梨県上野原市上野原２０８５

45 （株）サンクス 山梨県北杜市高根町村山西割２４０３－１

46 （有）ノア環境設計 山梨県甲府市朝日４－８－２

47 エムアンドケイ建築事務所（有） 山梨県甲斐市竜王１７４３

48 竹野測量鑑定（株） 山梨県甲府市武田１－６－９

49 （株）エコマック 山梨県甲府市丸の内２－３５－３

50 （株）ＯＭＴ 山梨県都留市下谷３－２－３

51 甲州測量（株） 山梨県甲府市上阿原３１０－２

52 （有）新興建築設計事務所 山梨県都留市上谷６－１３－３５

53 地建工業（株） 山梨県甲府市大里町２１４１－１

54 （株）龍栄 山梨県甲斐市西八幡２５９９－１

55 新都市設計（株） 山梨県中巨摩郡昭和町上河東５３３－１

56 （株）山形一級建築士事務所 山梨県甲府市中小河原町１５００

57 （株）エスイー企画 山梨県南アルプス市加賀美８２４

58 （株）山梨技術研究所 山梨県笛吹市石和町唐柏５８５－１

59 （株）宮下測量 山梨県笛吹市石和町八田１３４－８

60 クヌギ建設コンサルタント（株） 山梨県甲斐市龍地６４５７－１

61 小林ホーム企画（株） 山梨県大月市初狩町中初狩２０９５

62 望月測量設計（株） 山梨県南巨摩郡身延町梅平２４８３－７４



№ 商号又は名称 住所

令和4年度山梨県市町村総合事務組合入札参加資格者名簿（測量コンサル）

63 （株）Ｖｅｎｔ計画設計室 山梨県甲府市富士見２－６－２０

64 （株）佐野建築研究所甲府事務所 山梨県甲府市丸の内２－１２－１５　甲和ビル

65 （株）木村設計 山梨県西八代郡市川三郷町下大鳥居２７２９－１１

66 （有）グローバルエンジニア 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條９３２―１

67 岩間井戸工業（株） 山梨県甲府市国母１－４－３

68 （株）ハギ・ボー 山梨県甲府市上今井町７４０－４

69 （株）富士エンジニアリング 山梨県甲府市大里町１４８－２

70 （株）新日本エンジニアリング 山梨県南アルプス市下宮地３０３－１

71 さくら不動産鑑定事務所（株） 山梨県甲府市相生１－１－５

72 （株）天野建築設計事務所 山梨県笛吹市石和町市部７００－６

73 （株）カワイ 山梨県笛吹市御坂町成田２０３４

74 （株）京梨不動産鑑定 山梨県笛吹市石和町駅前８－１０

75 （株）エーエスオー総合鑑定 山梨県中巨摩郡昭和町西条５３１４　小林ビル２階

76 東和測量設計（株） 山梨県都留市十日市場９７７－１０

77 東洋コンサルタント（株） 山梨県韮崎市一ツ谷２０４４－１

78 （株）川口測量設計 山梨県南巨摩郡富士川町天神中条６９６－２

79 （株）リナン 山梨県南巨摩郡身延町梅平２４４４－５

80 （株）六測 山梨県西八代郡市川三郷町岩間２２７７－１

81 （有）竜巳一級建築設計事務所 山梨県甲府市蓬沢１－１２－１０

82 （株）コスモ設計企画 山梨県中央市中楯１２０４－２

83 （株）雨宮建築設計事務所 山梨県甲府市上石田４－７－７

84 （株）中央カンテイ 山梨県甲府市国母１－６－２７

85 （株）ディナック中日本 山梨県甲府市里吉４－１２－５

86 （株）山梨不動産鑑定所 山梨県甲府市中央４－５－２０

87 （株）スペース・クリエイツ 山梨県甲府市里吉３－１０－２１

88 （株）芙蓉設計事務所 山梨県甲州市塩山熊野１２１５

89 （株）アトラス測量 山梨県南都留郡富士河口湖町小立３８７６

90 （株）日本都市設計 山梨県富士吉田市上吉田東７－９－１１

91 （株）モチコン 山梨県南巨摩郡身延町梅平２４８３－７４

92 （株）未来不動産鑑定 山梨県中央市浅利２１３７

93 （合）Ｋ＆Ｋ都市建築設計事務所 山梨県南アルプス市下今井３４８－２
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94 （株）シグマ技研 山梨県甲府市池田１－１０－１８

95 東洋測量設計（株） 山梨県甲府市伊勢１－４－１１

96 （株）ジオ技研 山梨県甲府市国母１－１３－３３

97 （株）太陽設計 山梨県甲斐市大下条４７２－９

98 （株）朝日コンサルタント 山梨県中央市一町畑２０２

99 （株）ＴＨ測量 山梨県中巨摩郡昭和町西条５２１６

100 （株）アミノ測量 山梨県甲州市塩山西広門田２６９

101 第一測量（株） 山梨県富士吉田市中曽根３－２－２４

102 （株）オーツヤ測量 山梨県西八代郡市川三郷町高田１２９－２

103 （株）佐野設計 山梨県笛吹市石和町東高橋３７１

104 （有）野田不動産鑑定 山梨県甲斐市富竹新田３９９－３

105 （有）アクシス環境計画 山梨県北杜市長坂町小荒間１１０２－１５

106 東京テクニカル・サービス（株） 千葉県浦安市今川４－１２－３８－１

107 （株）環境管理センター技術センター 東京都八王子市下恩方町３２３－１

108 （株）総合環境分析山梨営業所 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門字向新田４０２７－２

109 （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１０－６

110 （株）フジヤマ山梨営業所 山梨県甲府市中央２－９－２０　タカオカビル３０３

111 日本工営（株）甲府事務所 山梨県甲府市丸の内２－１６－６

112 （株）テクノプラニング甲信支店 山梨県甲斐市中下条８１７－１

113 国際航業（株）山梨営業所 山梨県甲府市上石田３－２０－６－２０３

114 （株）丸菱行政地図 東京都台東区池之端２－５－４１

115 （株）エスイイシイ 東京都江東区佐賀１－１－１６

116 （株）エックス都市研究所 東京都豊島区高田２－１７－２２

117 （株）リクチ漏水調査 東京都新宿区中落合３－２１－２

118 （株）日本水道設計社甲府営業所 山梨県甲府市城東３－１－１７－２０３

119 リバーホールディングス（株） 東京都千代田区大手町１－７－２　東京サンケイビル１５階

120 中日本航空（株）静岡支店 静岡県静岡市駿河区池田８６４

121 三和航測（株）甲信支社 山梨県甲府市酒折２－２－７　ＮＦビル

122 （株）こうそく 長野県長野市青木島町大塚１１１３

123 （株）大輝山梨支店 山梨県甲府市大里町４１７７

124 北海道地図（株）東京支店 東京都千代田区平河町２－６－１　平河町ビル
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125 中央開発（株）東京支社 東京都新宿区西早稲田３－１３－５

126 （株）環境技術研究所東京支店 東京都千代田区東神田２－１０－１６

127 （株）地域計画センター 長野県長野市大字北長池字上河原１９２４－２

128 （株）東日甲府営業所 山梨県甲府市丸の内２－３０－５

129 （株）オオバ山梨営業所 山梨県甲府市北口１－２－１４－８０１

130 （株）東京航業研究所 埼玉県川越市伊佐沼２８－１

131 （株）環境アセスメントセンター 静岡県静岡市葵区清閑町１３－１２

132 （株）グリーンエコ東京事務所 東京都北区田端新町３－１４－４　ＮＯＺＡＫＩビル２０１

133 （株）環境総合研究所 埼玉県川越市鴨田５９２－３

134 （株）建設技術研究所山梨事務所 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０

135 国土地図（株） 東京都新宿区西落合２－１２－４

136 （株）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

137 毛管浄化システム（株） 東京都板橋区中丸町１１－２　ワコーレ要町ビル

138 八千代エンジニヤリング（株）山梨事務所 山梨県甲府市丸の内２－１４－１３

139 （株）日本環境工学設計事務所 東京都千代田区岩本町３－１１－１５

140 （株）NHKテクノロジーズ甲府ファシリティ技術事業所 山梨県甲府市飯田１－１－２４　ＯＳＤー３ビル４階

141 電気興業（株）中央営業部 東京都千代田区丸の内３－３－１

142 （株）東洋設計東京支社 東京都千代田区岩本町３－１－２

143 コンピュータ利用促進（同） 山梨県甲府市幸町１３－２１

144 （株）プレック研究所 東京都千代田区麹町３－７－６

145 中外テクノス（株）山梨営業所 山梨県甲府市朝気２－１－３１　コーポボンバディア１０１号

146 フジ地中情報（株）東京支店 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－１

147 （株）パスコ山梨支店 山梨県甲府市丸の内２－３０－２

148 サンコーコンサルタント（株）山梨営業所 山梨県甲府市丸の内２－１４－１３

149 （株）ＮＪＳ山梨出張所 山梨県甲府市湯村３－５－１６

150 （株）かんこう 大阪府大阪市城東区野江１－１２－８

151 （株）サイエンス 静岡県静岡市清水区小芝町４－１３

152 管清工業（株）神奈川営業所 神奈川県横浜市旭区川井本町６６

153 大和リース（株）山梨営業所 山梨県甲府市国母８－２１－１

154 （株）日本インシーク神奈川営業所 神奈川県横浜市中区不老町１－４－４

155 （株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３－２５
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156 東洋地研（株） 静岡県沼津市岡一色５１１－１

157 （株）大林組東京本店 東京都港区港南２ー１５－２

158 （株）静環検査センター甲府支店 山梨県甲府市徳行３－４－８

159 昭和（株）山梨営業所 山梨県甲府市宝１－１３－２

160 （株）協和コンサルタンツ山梨営業所 山梨県甲府市中央２－２－１０　メルヴェール中央１０１

161 （株）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

162 （一財）高度映像情報センター 東京都千代田区霞が関３－２－１

163 （株）島田組 大阪府八尾市弓削町南３－２０－２

164 玉野総合コンサルタント（株）山梨事務所 山梨県甲府市上小河原町１０４１　Ｔ・ビル３階

165 いであ（株）山梨営業所 山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰５０６－２９６　紅葉丘２－４１

166 吉野聡建築設計室 山梨県甲府市徳行３－３－２５

167 （株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町３－２０

168 ＮＴＣコンサルタンツ（株）東京支社 東京都中野区本町１－３２－２

169 佐藤一級建築士事務所 山梨県富士吉田市新西原２－１６－６

170 国土防災技術（株）山梨支店 山梨県中央市山之神流通団地２－５－３

171 中央コンサルタンツ（株）東京支店 東京都新宿区西新宿８－１７－１

172 小宮山和人／設計工房 山梨県甲斐市竜王１６６５　四谷ビル２Ｆ

173 （株）佐野建築研究所 東京都渋谷区代々木２－２７－１５　高栄ビル

174 （公社）山梨県建設技術センター 山梨県甲府市酒折１－２０７５－２

175 （株）横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎２－２５－２

176 （株）都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１３－５

177 （株）八州東京支社 東京都江東区木場５－８－４０

178 陸地測量（株）山梨支社 山梨県甲府市桜井町３０８

179 （株）中央設計技術研究所山梨事務所 山梨県甲府市山宮町２９２５－２

180 （株）景観設計・東京 東京都品川区西五反田３－８－３町　町原ビル６階

181 （株）ＬＡＵ公共施設研究所 東京都新宿区山吹町３５２－２２

182 （株）間瀬コンサルタント甲府営業所 山梨県甲府市丸の内２－３２－５

183 桂建築研究所 山梨県南都留郡西桂町倉見８７７－２０

184 （株）Ａｒｃｈ５ 東京都千代田区外神田２－４－１

185 （株）桂設計 東京都新宿区榎町４３－１

186 （株）日建技術コンサルタント東京本社 東京都新宿区西新宿６－２４－１
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187 （公社）山梨県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 山梨県甲府市国母８－１３－３０

188 中部土地調査（株） 愛知県名古屋市西区那古野２－２６－８

189 （株）ダイヤコンサルタント東京事務所 東京都千代田区神田練塀町３００

190 （株）サンワコン山梨出張所 山梨県甲府市丸の内２－１６－６　平和ストリートビル４階

191 （株）国設計 東京都目黒区東山１－２－７

192 東邦化工建設（株） 静岡県駿東郡長泉町上土狩字高石２３４

193 （株）山下設計 東京都中央区日本橋小網町６－１

194 （株）栄設計 東京都杉並区上荻３－２４－１３

195 （株）日野 東京都世田谷区大原１－３６－１４

196 黒田測量事務所 山梨県上野原市上野原７５４３

197 スタジオ・ベルナ 山梨県甲州市塩山下於曽１０４１－５

198 （株）日産技術コンサルタント東京支社 東京都港区芝公園２－３－６

199 望月建築設計事務所 山梨県甲府市下石田２－６－１２

200 松坂建築設計事務所 山梨県笛吹市一宮町北野呂５１３

201 （株）双葉 東京都豊島区目白３－１４－８

202 （株）大宇根建築設計事務所 東京都町田市森野１－３３－１８　幹ビル

203 一級建築士事務所　佐藤設計 山梨県笛吹市石和町唐柏６６８－５

204 （株）阿波設計事務所東京支店 東京都江東区亀戸１－８－７

205 ＪＵＮ設計工房 山梨県甲斐市境４３５－１

206 さざなみ産業（株）一級建築士事務所 山梨県南都留郡山中湖村山中２０

207 三森建築設計事務所 山梨県甲府市上今井町１４－１

208 （株）蒼設計 静岡県御殿場市茱萸沢１０７７

209 ALPHA 山梨県大月市大月町花咲１２７１－１３

210 山梨建築設計監理事業（同） 山梨県甲府市丸の内１－１４－１９

211 （株）豊建築事務所 東京都港区南青山１－１５－１４

212 ランドブレイン（株）甲府事務所 山梨県甲府市中央２－９－２０　タカオカビル３階

213 （株）ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山３－１－８

214 （株）環境デザイン研究所 東京都港区六本木５－１２－２２

215 日本測地設計（株） 東京都新宿区高田馬場３－２３－６

216 新日本設計（株） 静岡県沼津市足高５４７－２

217 （一社）山梨県建築設計協会 山梨県甲府市丸の内１－１４－１９
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218 （株）森のエネルギー研究所 東京都羽村市小作台１－４－２１ＫＴＤキョーワビル小作台

219 （株）アール・アイ・エー 東京都港区港南１－２－７０

220 （株）綜企画設計西東京支店 東京都立川市曙町２－９－８

221 （株）東京設計事務所東京支社 東京都千代田区霞が関３－７－１　霞が関東急ビル

222 一級建築士事務所　佐藤設計企画室 山梨県富士吉田市上吉田東２－６－６

223 （株）コーセツコンサルタント山梨営業所 山梨県大月市富浜町鳥沢１２３３－１

224 （株）森緑地設計事務所 東京都港区芝５－２６－３０

225 （株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町３－４－３６

226 （株）国際開発コンサルタンツ 東京都新宿区新宿６－２７－５６

227 （株）昭和設計東京事務所 東京都港区芝浦３－１６－２０

228 小林建築設計事務所 山梨県笛吹市石和町松本９３

229 野澤登記測量事務所 山梨県甲府市小瀬町５７９－２

230 一級建築士事務所創設計 山梨県南アルプス市下宮地２２９－４

231 綜合建築設計事務所 山梨県甲府市住吉５－３－１３

232 ビルディング・ワークショップ一級建築士事務所 山梨県甲斐市島上条５８－３

233 （株）建設環境研究所 東京都豊島区東池袋２－２３－２

234 （株）大建設計東京事務所 東京都品川区東五反田５－１０－８

235 樋沢建築設計事務所 山梨県甲府市横根町８３－１

236 三和電子（株） 東京都千代田区神田猿楽町２－１－６

237 中日本建設コンサルタント（株）東京事務所 東京都千代田区五番町１４

238 （株）しんとう計測甲信支店 山梨県山梨市下井尻２９５－３

239 荒井建築設計事務所 山梨県富士吉田市竜ヶ丘１－１２－５

240 日本設計（株） 神奈川県横浜市中区翁町１－４－５

241 （株）イ・エス・エス 東京都文京区小石川１－１－１７

242 （株）橋梁コンサルタント東日本支社 東京都中央区新川１－８－６

243 （株）内藤建築事務所東京事務所 東京都中央区八丁堀３－１２－８

244 セントラルコンサルタント（株）山梨営業所 山梨県甲府市宝１－６－５

245 カタデザイン一級建築士事務所カタデザイン一級建築士事務所 山梨県甲州市塩山上粟生野１７２－１

246 一級建築士事務所　藤和 山梨県富士吉田市上吉田東１－８－５

247 富士設計（株） 静岡県富士宮市小泉４６８－１

248 山梨県不動産鑑定（同） 山梨県甲府市中央２－１３－２０



№ 商号又は名称 住所

令和4年度山梨県市町村総合事務組合入札参加資格者名簿（測量コンサル）

249 （株）田中大朗建築都市設計事務所 神奈川県中郡大磯町大磯１５３０

250 （株）平柳建築設計事務所 静岡県富士市中央町３－２－２２

251 山口一級建築設計事務所 山梨県都留市上谷６－８－２７

252 冨洋設計（株）山梨営業所 山梨県甲斐市牛句２２１５－１

253 （株）新日本コンサルタント山梨営業所 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町戸川添３４９２－１３５－１０１

254 （株）相和技術研究所 東京都品川区上大崎２－１８－１

255 （一財）日本不動産研究所甲府支所 山梨県甲府市丸の内１－１７－１０

256 （株）土木管理総合試験所山梨支店 山梨県中巨摩郡昭和町河西９２８

257 エヌエス環境（株）東京支社 埼玉県さいたま市西区宮前町１６２９－１

258 堂本建築計画工房 山梨県上野原市松留６２７

259 カワニシ建築設計事務所 山梨県甲府市伊勢４－４０－５

260 大日本コンサルタント（株）山梨営業所 山梨県甲府市丸の内１－１６－１４

261 （株）教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町３－４－７

262 （株）東鳳電通設計事務所東京支店 東京都品川区大井１－９－５　大井町ＲＥビル４階

263 （株）梓設計 東京都大田区羽田旭町１０―１１

264 タナカ測量 山梨県甲府市住吉２ー４－３４　タナカビル

265 （株）三水コンサルタント山梨事務所 山梨県甲斐市大下条３７２－１６

266 ニチレキ（株）静岡営業所 静岡県富士市厚原２２６６

267 （株）総合設計研究所 東京都千代田区飯田橋４－９－４

268 渡辺一級建築士事務所 山梨県都留市田原３－２－２６

269 （株）東洋設計事務所山梨出張所 山梨県甲斐市竜王１６６６－１

270 三井共同建設コンサルタント（株）山梨営業所 山梨県甲府市丸の内１－２－９

271 （株）長大山梨事務所 山梨県甲府市朝日１－３－１２

272 （株）浪速技研コンサルタント甲府営業所 山梨県甲府市朝日１－１－１

273 （株）千代田コンサルタント山梨営業所 山梨県甲府市城東２－１４－１０

274 （株）東洋コンサルタント山梨営業所 山梨県南アルプス市清水３１６

275 （株）ジーベック甲府支店 山梨県甲斐市西八幡２２２４

276 基礎地盤コンサルタンツ（株）山梨事務所 山梨県甲州市塩山上於曽５０７－１

277 （株）白岩設計山梨事務所 山梨県富士吉田市上吉田７－３－９

278 日本水工設計（株）山梨事務所 山梨県甲府市富士見１－２２－１１

279 新日本設計（株）山梨営業所 山梨県甲府市大里町２６２３－９０
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280 （株）日新技術コンサルタント山梨出張所 山梨県甲府市徳行３－８－２８

281 （株）ニュージェック山梨事務所 山梨県甲府市宝１－２０－２２

282 （株）光エンジニアリング 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－５３０－５

283 （株）ブレーンズ 山梨県笛吹市御坂町井之上１３６８－１

284 （有）アルケドアティス一級建築士事務所　（有）アルケドアティス 山梨県甲州市塩山下於曽５４４－３

285 （株）フジ・フロンテ 山梨県南アルプス市沢登１５１

286 （株）シーエスエンジニアズ甲府営業所 山梨県甲府市古上条町１２６－２１

287 内外エンジニアリング（株）東京支社 東京都台東区東上野１ー２８ー１２

288 （株）日本設計 東京都新宿区西新宿６－５－１

289 キタイ設計（株）関東支社 神奈川県小田原市栄町３－１０－２０

290 （株）環境技術センター山梨営業所 山梨県甲斐市島上条７４７－１

291 （株）東光コンサルタンツ山梨営業所 山梨県甲府市朝日１－１－１

292 （株）中庭測量コンサルタント山梨営業所 山梨県甲府市屋形１－１－２２－１

293 （株）エイト日本技術開発山梨事務所 山梨県甲府市朝日１－３－１２

294 大日コンサルタント（株）甲府事務所 山梨県甲府市北口１－２－１４

295 笹本建築設計事務所 山梨県南アルプス市百々１８１６－３

296 前嶋建築設計事務所 山梨県山梨市牧丘町窪平７７６－１

297 日興コンサルタント（株） 東京都渋谷区代々木２－２７－１５

298 （株）理工エンジニアリング 山梨県笛吹市石和町唐柏８４５－４

299 環境計画 山梨県南都留郡忍野村忍草３１９２－１

300 今福建築設計事務所 山梨県西八代郡市川三郷町上野２５６３－３

301 （株）ゼンリン東京第一支社 東京都千代田区西神田１－１－１

302 （株）トータル・リアルティ・アドバイザーズ 東京都港区赤坂３－２１－２１

303 東京テレメッセージ（株） 東京都港区西新橋２－３５－２

304 （株）都市環境設計東京事務所 東京都新宿区四谷本塩町４－４０

305 （株）空間芸術研究所 山形県山形市双葉町２ー４ー３８　双葉中央ビル２階

306 東電用地（株） 東京都荒川区西日暮里２－２５－１

307 （株）無線放送設計事務所 神奈川県横浜市中区相生町１－１　小原ビル

308 塚田泰建築設計室 山梨県山梨市大野７４３－２

309 （株）四門 東京都千代田区神田三崎町２－４－１

310 （株）フジ不動産鑑定 山梨県甲斐市長塚７６０－３
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311 （株）ナカノアイシステム東京支店 東京都大田区西蒲田７－４４－７　西蒲田Ｔ・Ｏビル５階Ｂ号室

312 （株）みらい測量設計 山梨県富士吉田市上吉田東４－１－５　サクライビル２Ｆ

313 （株）日総建 東京都渋谷区幡ヶ谷１－３４－１４

314 坪川建築設計事務所 山梨県甲府市千塚４－４－２

315 （株）通電技術 北海道札幌市白石区平和通２－北１１－２０

316 洋設計室 東京都世田谷区粕谷３－２１－１４

317 応用地質（株）東京事務所 埼玉県さいたま市北区土呂町２－６１－５

318 （株）福山コンサルタント東京支社 東京都千代田区神田岩本町４－１４

319 （株）丸川建築設計事務所東京事務所 東京都文京区小石川５－１３－５

320 小澤建築設計事務所 山梨県北杜市武川町柳澤２３５４

321 東京電設サービス（株）山梨センター 山梨県甲府市伊勢４－２４－２

322 アジア航測（株）山梨営業所 山梨県甲府市貢川本町７－２０

323 朝日航洋（株）山梨支店 山梨県甲府市丸の内３－３２－１１

324 （株）地域総合計画関東事業所 埼玉県志木市館１－６－１５－２０４

325 （株）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

326 （株）エイテック東日本支社 東京都渋谷区本町４－１２－７

327 （株）遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町１－９－１１　大鵬ビル４Ｆ

328 （株）双葉不動産鑑定 山梨県甲府市荒川１－３－１２　ヴェルヴ・ウインブルドン４０１

329 （株）ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町１０－１７

330 （株）レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木５－５８－１

331 （株）スカイウエスト 山梨県西桂町小沼８５９ー１

332 （有）日本交通流動リサーチ山梨事務所 山梨県甲府市堀之内町８４０－１

333 日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘５－１６－２１

334 共同設計（株）東京事務所 東京都新宿区南元町１９

335 （株）小大建築設計事務所 東京都目黒区中町１－４１－７　イニシアイオ目黒学芸大学２　１階１０９室

336 シーラカンスケイアンドエイチ（株） 東京都杉並区永福２－２３－５

337 （株）北村大作建築設計事務所 東京都豊島区東池袋２－４９－９　第二尾形ビル４階

338 （株）高橋一平建築事務所 神奈川県横浜市西区高島２－５－５－７０１

339 （株）奥野設計 神奈川県横浜市中区山下町２５－１５

340 （株）東洋設計事務所 東京都文京区本郷３－６－６

341 川崎地質（株）横浜支店 神奈川県横浜市中区真砂町４－４３　木下商事ビル４Ｆ
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342 真壁建築設計事務所 山梨県甲府市徳行４－３－８－２０１

343 越前屋試錐工業（株） 北海道札幌市白石区栄通８－１－１５

344 日新電通技研（株） 愛知県名古屋市中区栄３－２５－１６

345 （株）オリンピアコンサルタント東京支店 東京都墨田区江東橋４－２４－５

346 岩蔵企画建築設計事務所 山梨県中央市下河東３０２２－９

347 （株）Ｅ－ＣＯN 静岡県静岡市葵区北安東５－３１－１６

348 いわさわ設備設計事務所（合） 山梨県北杜市長坂町長坂上条２３００－５

349 N設計アトリエ 山梨県南アルプス市沢登３３０

350 （株）弘洋コンサルタンツ東京支店 東京都千代田区永田町２－１４－２　山王グランドビル４１２

351 （株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１－１３

352 （株）アルセッド建築研究所 東京都渋谷区渋谷１－２０－１

353 （株）佐藤設計 山梨県富士吉田市新西原２－１６－６

354 （株）トラバース山梨営業所 山梨県甲府市国母７－５－１７　サンライン甲府ビル１階

355 （株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿１－２０－１３

356 甲斐大器建築設計事務所 東京都西東京市向台町６ー４ー５ー１０２

以上


