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№ 名称 所在地

1 ㈱アーヴェル 広島市佐伯区五日市４－２－３１

2 アーク㈱ 呉市吉浦宮花町７－５

3 ㈱アース開発コンサルタント 呉市郷原町７１４０－１

4 ㈱アート 大阪府羽曳野市蔵之内５８３－１

5 ㈱アール・アイ・エー 広島支社 広島市南区京橋町１－２３

6 ㈱ＩＮＡ新建築研究所 西日本支社 大阪府大阪市淀川区西宮原１－５－３３

7 相生エンジニアリング㈱ 備北事務所 三次市四拾貫町３３６－１

8 アイコオ設計㈱ 広島市安佐南区川内２－５－１７

9 ㈱アイ・コミュニケーション 島根県松江市北陵町４６－４

10 ㈱アイ・シー・エム 広島市西区上天満町２－１６

11 ㈱あい設計 広島市東区上大須賀町１０－１６

12 ㈲アイ設計コンサルタント 三次市十日市東４－９－１２

13 ㈱アイ・ティー・シー 広島支店 広島市西区中広町３－３－１８

14 アイ・ねっと㈱ 島根県松江市朝日町４６０－１０

15 ㈱安芸建設コンサルタント 備北営業所 三次市十日市東４－３－５

16 ㈱アキバ 島根県松江市宍道町東来待９７６－７

17 ㈱アクアプランニング 広島営業所 竹原市田ノ浦３－１－４

18 ㈱アコード 大阪市西区京町堀１－１０－１４

19 ㈱アサヒテクノリサーチ 大竹市晴海２－１０－２２

20 アジア航測㈱ 広島支店 広島市東区上大須賀町１－１６

21 ㈱明日香コンサルタント 広島市西区草津東２－１３－５

22 ㈱梓設計 中国四国事務所 広島市中区中町６－３０

23 アセス㈱ 広島支店 広島市佐伯区五月が丘４－４３－２

24 ㈱アドバンスネット成和 広島支店 広島市中区大手町３－９－１３

25 ㈱新居千秋都市建築設計 東京都目黒区祐天寺２－１４－１９

26 ㈱荒谷建設コンサルタント 庄原事務所 庄原市西本町２－１８－８

27 ㈱有明測量開発社 熊本県熊本市南区幸田２－７－１

28 ㈱阿波設計事務所 広島支店 広島市中区上八丁堀３－６

29 安西工業㈱ 兵庫県神戸市西区上新地３－３－１

30 ㈱Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 広島支店 広島市東区光町２－１４－１６

31 ㈱イ・エス・エス 東京都文京区小石川１－１－１７

32 ㈲池崎設計 広島市中区西白島町４－８

33 ㈱石本建築事務所 大阪オフィス 大阪府大阪市中央区南本町２－６－１２

34 ㈱イズタコンサルタント 三原市宮浦３－３４－１０

35 ㈱泉設計コンサルタント 広島市中区幟町１２－２０

36 出雲グリーン㈱ 島根県出雲市矢野町８１０

37 いであ㈱ 中国支店 広島市中区舟入町６－５

38 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜１－１－１０

39 ㈱イノウエコンサルタント 尾道市御調町大田４９４－１

40 ㈱イビソク 広島営業所 東広島市志和町志和東４３８３－２

41 ㈱イミプラン 広島市中区西川口町６－１

42 ㈱ウエスコ 広島支社 広島市西区楠木町１－１３－１１

43 ㈱ウォーターエージェンシー 広島営業所 広島市安芸区船越南３－３－３

44 ㈱ウジョウ 庄原支店 庄原市東城町川東１６４－６

45 ㈲ウッドサークル 東京都中央区日本橋人形町２－１６－２－４階

46 宇部興産コンサルタント㈱ 広島支店 広島市安佐南区安東２－３－２０

令和元・２年度　庄原市入札参加資格者名簿　～測量・コンサルタント等業務業者～
　(名称の五十音順　最終確認日：令和２年３月２７日)
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47 ウムヴェルト㈱ 備北事業所 三次市十日市東２－１２－１５

48 ㈱エイアンドティ建築研究所 東京都新宿区新宿１－３４－８

49 ㈱エイチテック 福山市川口町１－１６－３５

50 ㈱エイテック 広島支店 広島市中区八丁堀５－７

51 ㈱エイト日本技術開発 広島支店 広島市東区東蟹屋町１５－３

52 ＡＫ建築設計事務所 山県郡北広島町春木１５１９－１

53 ㈱エービスコンサルタント 庄原市板橋町４９６－１

54 ㈱エス技建 広島営業所 広島市西区上天満町３－２８

55 越前屋試錐工業㈱ 北海道札幌市白石区栄通８－１－１５

56 ㈱エナプラン 広島市南区段原３－１５－１７

57 ㈱エヌ・イーサポート 福山営業所 福山市古野上町１－１４

58 ㈱ＮＨＫテクノロジーズ 広島総支社 広島市中区大手町２－１１－１０

59 エヌエス環境㈱ 広島営業所 広島市佐伯区旭園３－３３－４０３

60 ㈱ＮＳＰ設計 広島市中区東千田町２－９－５７

61 ㈱ＮＮＣエンジニアリング 南魚沼支社 新潟県南魚沼市大崎４３６９－２

62 ㈱ＮＪＳ 広島事務所 広島市中区鶴見町２－１９

63 ＮＴＣコンサルタンツ㈱ 広島支店 広島市南区京橋町９－２１

64 ㈱ＮＴＴファシリティーズ 中国支店 広島市中区東白島町１４－１５

65 ㈱エネ・グリーン 広島支店 広島市南区稲荷町４－１

66 ㈱エフウォーターマネジメント 広島事務所 広島市安佐南区長束４－１９－９－１０１

67 ㈱エブリプラン 中国支社 広島市中区榎町７－６

68 エボシ技工調査設計㈱ 福山市引野町字中山１０４８－６

69 ＭＡＳＡＡ 東広島市西条西本町２８－６

70 ㈱遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町１－９－１１

71 応用地質㈱ 広島営業所 広島市佐伯区旭園３－３３

72 ㈱オオバ 広島支店 広島市中区銀山町４－１７

73 大旗連合建築設計㈱ 広島市中区大手町３－３－２７

74 ㈱大屋ハイテック 島根県邑智郡邑南町矢上４５７５

75 ㈲小川設計 尾道市東則末町３－１７

76 ㈱小川不動産鑑定 広島市中区八丁堀７－２

77 ㈱沖本初建築設計事務所 広島市中区鶴見町２－２１

78 Ｏｆｆｉｃｅ Ｍ 庄原市東本町３－７－２０

79 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中国支社 広島市中区八丁堀５－７

80 オリジナル設計㈱ 広島事務所 広島市中区広瀬北町３－１１

81 ㈱オリンピアコンサルタント 広島営業所 広島市東区二葉の里１－４－１８

82 ㈱カシマエンジニアリング 三次市畠敷町２３４－１

83 ㈱片岡計測器サービス 山口県山口市朝田５４１－１

84 ㈱片平新日本技研 中国支店 広島市西区横川新町１３－１

85 ㈱価値総合研究所 東京都千代田区大手町１－９－２

86 川崎地質㈱ 中国支店 広島市安佐南区祇園３－４０－１

87 ㈱環境施設コンサルタント 東京都新宿区左門町１６－１

88 環境設計㈱ 大阪府大阪市中央区久太郎町１－４－２

89 ㈱環境デザイン研究所 東京都港区六本木５－１２－２２

90 管清工業㈱ 中国営業所 広島市佐伯区五日市町上河内７９６－１

91 ㈱感性舎 広島市中区十日市町２－７－１８

92 基礎地盤コンサルタンツ㈱ 中国支社 広島市安佐南区長束４－１３－２５
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93 キタイ設計㈱ 広島事務所 福山市水呑町２９５５－２

94 ㈱木下エネルギーソリューションズ 広島市佐伯区五日市町大字石内５９９８－１

95 ㈱木下組 広島市佐伯区五日市町大字石内５９９８－１

96 キュートク㈱ 広島市西区南観音７－１１－５

97 ㈱教育施設研究所 広島事務所 広島市西区楠木町４－１４－７

98 ㈱ぎょうせい 中国支社 広島市中区三川町２－１０

99 共同設計㈱ 大阪府大阪市北区西天満５－１０－１４

100 ㈲共立測量設計 福山市引野町５－３８－１３

101 ㈱協和コンサルタンツ 中国営業所 広島市中区舟入町２－２０

102 ㈱極東技工コンサルタント 広島事務所 広島市中区袋町４－２１

103 ㈱近代設計コンサルタント 広島市中区国泰寺町１－８－３０

104 空間設計事務所 庄原市東城町川東１１６１－１８

105 久保測量㈱ 世羅郡世羅町大字本郷７０５－６

106 倉測建設コンサルタント㈱ 岡山県倉敷市新田２５２７－６

107 ㈱グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場１－１７－１１

108 クリーンコンサルタント㈲ 庄原市川手町６３７－９

109 グリーン・コンサルタント㈱ 中国営業所 安芸郡府中町柳ヶ丘１－４５

110 ㈱車田建築設計事務所 広島市中区大手町２－５－１１

111 ケイ・エム調査設計㈱ 広島市西区三篠北町１６－１２

112 ㈱Ｋ構造研究所 広島市南区金屋町２－１５

113 （一財）経済調査会 中国支部 広島市中区基町１３－１３

114 ㈱計測リサーチコンサルタント 広島市東区福田１－６６５－１

115 （一社）芸備公共嘱託登記土地家屋調査士協会 三次市十日市東２－１２－１５

116 ㈱建設環境研究所 東京都豊島区東池袋２－２３－２

117 ㈱建設技術研究所 中国支社 広島市東区光町１－１３－２０

118 （一財）建設物価調査会 中国支部 広島市中区幟町１３－１１

119 現代設計㈱ 山口県岩国市柱野７７９－３

120 建築技術設計㈱ 広島市中区平野町１１－１２

121 ㈲建築工房 世羅郡世羅町大字井折２４５－４

122 （同）建築設計団ＳＯＵ間 広島市中区中町４－２２

123 ㈱工栄 中国支店 広島市南区大州４－９－２６

124 （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

125 ㈲香山壽夫建築研究所 東京都文京区本郷２－１２－１０

126 国際航業㈱ 広島支店 広島市南区的場町１－２－１９

127 国際文化財㈱ 西日本支店 大阪府大阪市中央区南船場２－３－２

128 国土情報開発㈱ 東京都世田谷区池尻２－７－３

129 ㈱コスモ建設コンサルタント 島根県出雲市斐川町荘原２２２６－１

130 ㈱コスモリサーチ 広島支店 広島市中区大手町３－５－１２

131 ㈱小西建築設計事務所 尾道市土堂２－８－１１

132 ㈱サーベイリサーチセンター 広島事務所 広島市中区立町２－２９

133 ㈱サクシード 広島営業所 広島市西区楠木町３－１０－１３

134 さくら建築設計㈱ 広島市東区牛田早稲田１－２２－１３

135 ㈱佐藤設計 福山市千代田町１－１６－２１

136 ㈱佐藤総合計画 関西オフィス 大阪府大阪市中央区北浜東１－２６

137 ㈱三水コンサルタント 山口事務所 山口県山口市吉敷佐畑１－５－２４

138 ㈱三祐コンサルタンツ 岡山支店 岡山県岡山市北区磨屋町１－６
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139 三洋企業㈱ 広島市安佐南区祇園２－６－３２

140 ㈱山陽技術コンサルタント 庄原営業所 庄原市川北町３４２

141 ㈱サンリーク 株式会社サンリーク広島営業所 広島市中区八丁堀６－３

142 ㈱サンワコン 広島出張所 福山市能島３－１２－６

143 三和測量設計㈱ 神石郡神石高原町小畠１５０３－１０

144 ㈱シアターワークショップ 東京都渋谷区神宮前６－２３－３

145 ㈱ＧＫデザイン総研広島 広島市中区大手町４－６－１６

146 ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱ 広島支店 広島市東区上大須賀町１６－１

147 ジェイシィ・プラニング㈲ 東広島市西条町田口２７６５－１

148 ㈱ジェクト 福山営業所 福山市田尻町３４５０

149 ㈲シグマ建築事務所 広島市中区小町１－２７

150 四国環境整備興業㈱ 愛媛県今治市国分１－１－１８

151 ㈱シビル調査設計 広島市佐伯区旭園３－３３

152 ㈱シブタニ測量 島根県益田市東町１－３３

153 島建コンサルタント㈱ 島根県出雲市大社町入南１３０７－４５

154 ㈱島田組 大阪府八尾市弓削町南３－２０－２

155 写測エンジニアリング㈱ 中国支店 広島市西区己斐本町２－２０－１６

156 ㈱翔設計 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２４－１５

157 ㈱上智 中四国支店 香川県観音寺市古川町７１１－１

158 ㈱昭和測量設計事務所 島根県益田市高津４－１４－６

159 伸栄開発㈱ 兵庫県たつの市揖西町小犬丸２１６８－１

160 ㈱進栄コンサルタント 広島支店 広島市安芸区矢野西１－３７－２５

161 ㈱進栄不動産鑑定 広島市中区本川町１－１－２５

162 新開発コンサルタント㈱ 広島市東区光町１－３－５

163 ㈱新東コンサルタント 備北支店 庄原市板橋町５６１－１

164 ㈱新広島設計 広島市中区国泰寺町１－８－３０

165 ㈱杉田三郎建築設計事務所 広島市中区上八丁堀７－５

166 ㈱スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西２－４－１２

167 ㈱静環検査センター 広島営業所 広島市安佐北区落合１－１９－３８

168 ㈱成研 広島市中区袋町４－１４

169 ㈱セトウチ 備北支店 庄原市上原町４８６－６

170 ㈱瀬戸内開発コンサルタント 広島市西区大宮２－２－２

171 ㈱瀬戸内不動産鑑定事務所 福山市若松町３－１０

172 ㈱セリオス 広島支店 広島市東区若草町１０－１２

173 セントラルコンサルタント㈱ 広島支店 広島市東区光町１－７－１１

174 ㈱ゼンリン 中四国エリアグループ 広島市東区光町１－１０－１９

175 ㈱綜企画設計 広島支店 広島市南区稲荷町２－１４

176 ㈲総建開発 庄原市新庄町５５１－１

177 総合技研㈱ 備北営業所 庄原市東城町小奴可１４０２－１１

178 ㈱綜合建築設計 広島市中区富士見町７－１７

179 ㈱総合設備コンサルタント 広島事務所 広島市中区東白島１４－１５

180 ㈱相互設計事務所 広島事務所 廿日市市阿品台５－１３－７

181 測地技研㈱ 島根県邑智郡邑南町三日市１２－８

182 第一コンテク㈱ 広島市安佐北区安佐町飯室４８４７－１

183 ㈱第一総合エンジニア 備北支店 三次市十日市東４－４－３－１０２

184 ㈱大永建設コンサルタント 大阪府大阪市浪速区幸町２－８－７
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185 ㈱大建設計 広島事務所 広島市中区胡町４－２８

186 ㈱大広エンジニアリング 広島市西区南観音７－１３－１４

187 大日コンサルタント㈱ 広島営業所 広島市安佐南区川内２－３－５３－６

188 大日本コンサルタント㈱ 中国支店 広島市南区金屋町２－１５

189 ダイホーコンサルタント㈱ 三次支店 三次市三良坂町皆瀬４２２－１

190 ㈱ダイヤコンサルタント 中国支店 広島市安佐南区東原２－８－１４

191 大和コンサル㈱ 広島支店 広島市中区白島中町９－１

192 ㈱ダイワ測量 広島事業所 広島市佐伯区湯来町大字下６０２－２

193 大和リース㈱ 広島支店 広島市西区楠木町３－１－４０

194 ㈱宝工務店 広島市中区南千田東町１－２３

195 ㈱竹下技術コンサルタント 島根県出雲市里方町７１７

196 ㈱ダック 広島市中区鶴見町４－２５

197 ㈱巽設計コンサルタント 広島事務所 広島市西区横川新町７－３

198 ㈲田中建築事務所 世羅郡世羅町西上原４４１－１４

199 ㈲谷口設計事務所 庄原市東本町１－１－１７

200 ㈱谷澤総合鑑定所 中国支社 広島市中区立町１－２３

201 ㈲タバタ技研 庄原市東本町１－８－１

202 ㈱田原総合鑑定所 広島市中区本川町２－５－１７

203 玉野総合コンサルタント㈱ 広島事務所 広島市中区八丁堀５－７

204 ㈱タマルコンサルタント 庄原営業所 庄原市山内町７１３

205 ㈱丹青社 東京都港区港南１－２－７０

206 ㈱地域科学研究所 香川事務所 香川県高松市林町２２１７－１５

207 ㈱地域計画工房 広島市西区楠木町１－１４－１０－２０２

208 ㈱地域未来研究所 中国四国事務所 広島市南区的場町１－１－２１

209 ㈱チェリーコンサルタント 岡山支社 岡山県岡山市北区今３－２－３７

210 ㈱知久設計 福山市坪生町２２５－１

211 （同）地質調査技士同友会 福山市駅家町大字服部本郷２０２－２

212 中央開発㈱ 中国支店 広島市西区中広町３－１４－１５

213 ㈱中央鑑定所 東広島市西条昭和町１２－４

214 中央建鉄㈱ 広島支店 広島市西区己斐本町２－６－１９

215 中央コンサルタンツ㈱ 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋４－１－１

216 ㈱中央ジオマチックス 東京都板橋区舟渡３－１５－２２

217 中外テクノス㈱ 広島市西区横川新町９－１２

218 ㈱中建コンサルタント 東広島市西条大坪町９－５８

219 中国開発調査㈱ 備北支社 三次市十日市東５－１３－１

220 ㈱中国環境分析センター 竹原市塩町１－３－１

221 中国工務㈱ 広島市安佐南区八木８－２１－２８

222 中国セントラルコンサルタント㈱ 広島市西区楠木町１－９－７

223 （公財）中国地域創造研究センター 広島市中区小町４－３３

224 中電技術コンサルタント㈱ 三次営業所 三次市十日市南１－５－３０

225 ㈱長大 広島支社 広島市中区大手町２－８－４

226 ㈲ティーズ設計事務所 福山市加茂町大字下加茂６８－５

227 ㈱ティーネットジャパン 中国支社 広島市中区大手町３－２－３１

228 ㈱ティビィエム 鳥取県米子市目久美町３４－２

229 テクノス㈱ 岡山県久米郡美咲町原田３１６１－１４

230 ㈱テクノスジャパン 中国支店 広島市安佐北区口田２－２４－２
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231 ㈱テスコム 九州支店 福岡県大野城市笠川４－１１－１９

232 ㈱テラエンジニヤ 三原市沼田西町小原１５０４－１０

233 電気興業㈱ 広島支店 広島市中区西十日市町１０－９

234 ㈱東京建設コンサルタント 中国支社 広島市南区的場町１－３－６

235 ㈱東京設計事務所 広島支所 広島市中区中町７－４１

236 ㈱東建ジオテック 広島支店 広島市佐伯区五日市中央３－１０－７

237 ㈱東光コンサルタンツ 大阪支店 大阪府大阪市西区西本町１－３－１５

238 ㈱東畑建築事務所 広島支所 広島市中区銀山町３－１

239 東洋コンサルタント㈱ 広島支店 広島市安佐北区口田４－１－２

240 東和環境科学㈱ 広島市中区舟入町６－５

241 ㈱東和テクノロジー 広島市中区広瀬北町３－１１

242 ㈱トーア・コンサルタント 広島市中区舟入本町１０－２０

243 ㈱トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３－２３

244 ㈱トーニチコンサルタント 広島事務所 広島市中区橋本町１０－１

245 ㈲徳岡工務店 三次市三良坂町三良坂２５９８－１

246 ㈱徳岡設計 大阪府大阪市北区西天満６－３－１１－２０５

247 ㈱トクスイ 徳島県徳島市川内町沖島８４

248 都市環境整備㈱ 広島市西区西観音町１５－９

249 ㈱都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１３－５

250 ㈱都市工学コンサルタント 広島市南区丹那町４９－４

251 （公財）都市緑化機構 東京都千代田区神田神保町３－２－４

252 冨永建築設計事務所 庄原市川手町２７０－１

253 内外エンジニアリング㈱ 中国四国支店 広島市中区宝町１－１５

254 ㈱内藤建築事務所 広島事務所 広島市東区光町１－１３－２０

255 ㈲永井一級建築士事務所 三次市甲奴町本郷６５０－８

256 仲子盛進綜合環境デザイン㈱ 広島市西区己斐本町１－２３－１５－２０５

257 ㈱中田建設 府中市上下町上下１０４９－１

258 中日本建設コンサルタント㈱ 広島事務所 広島市東区光町２－７－３５

259 中日本航空㈱ 広島支店 広島市西区観音新町４－１０－２

260 ㈱中林建築設計事務所 広島支社 広島市中区大手町５－４－１

261 ㈲中村不動産鑑定 広島市中区八丁堀６－７－６０３

262 ㈲ナスカ 東京都新宿区戸山３－１５－１

263 ㈱浪速技研コンサルタント 広島事務所 広島市中区舟入本町４－１０

264 波間建築設計事務所 福山市瀬戸町地頭分３２－１－１０５

265 南海測量設計㈱ 広島営業所 広島市西区中広町３－２１－１７

266 ㈱西建設計 広島支店一級建築士事務所 広島市中区広瀬北町３－１１

267 ㈱西日本エイテック 広島市中区富士見町１６－２２

268 ㈱西日本科学技術研究所 高知県高知市若松町９－３０

269 西日本建技㈱ 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１３－６

270 西日本高速道路エンジニアリング中国㈱ 広島市西区西観音町２－１

271 ㈱西日本水道センター 広島支店 広島市中区八丁掘１－２３－９１５

272 西日本電信電話㈱ 広島支店 広島市中区基町６－７７

273 ニチレキ㈱ 中国支店 東広島市志和町別府８１６

274 ㈱日建技術コンサルタント 中国支社 広島市中区舟入本町２－３２－１

275 ㈱日航コンサルタント 庄原営業所 庄原市口和町湯木１０５６

276 ㈱日産技術コンサルタント 広島支店 広島市佐伯区旭園３－３３
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277 ㈱日新技術コンサルタント 広島事務所 広島市中区寺町５－２０－６０２

278 日進設備工業㈱ 高知県高知市百石町４－１１－６

279 日進測量㈱ 庄原営業所 庄原市総領町稲草１３９２－１

280 ㈱日水コン 広島支所 広島市南区京橋町９－２１

281 ㈱日西テクノプラン 島根県松江市東津田町１３２９－１

282 ㈱日総建 広島事務所 広島市中区西十日市町９－９

283 日特建設㈱ 広島支店 広島市中区広瀬北町３－１１

284 日発技研㈱ 島根県松江市灘町１－４３

285 ㈱日本インシーク 広島営業所 広島市東区光町１－１３－２０

286 ㈱日本海技術コンサルタンツ 島根県松江市宍道町西来待２５７０－１

287 （一財）日本環境衛生センター 西日本支局 福岡県大野城市白木原３－５－１１

288 ㈱日本環境工学設計事務所 東京都千代田区神田神保町２－７－３

289 日本技術サービス㈱ 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３－１１－２

290 （一社）日本建設機械施工協会 東京都港区芝公園３－５－８

291 日本工営㈱ 広島支店 広島市中区八丁堀５－７

292 （一社）日本公園緑地協会 東京都千代田区岩本町３－９－１３

293 ㈱日本構造橋梁研究所 中国営業所 広島市東区光町２－１１－３１

294 （公社）日本交通計画協会 東京都文京区本郷３－２３－１

295 （一財）日本航路標識協会 東京都千代田区麹町４－５

296 日本シビックコンサルタント㈱ 広島事務所 広島市中区八丁堀５－７

297 （一財）日本消防設備安全センター 東京都港区虎ノ門２－９－１６

298 日本水工設計㈱ 広島支社 広島市南区的場町１－３－６

299 ㈱日本総合科学 福山市箕島町南丘３９９－４６

300 ㈱日本都市工学設計 広島営業所 広島市佐伯区五日市駅前１－１２－３０

301 日本物理探鑛㈱ 中国支店 広島市安佐南区祗園３－４８－１３

302 （一財）日本不動産研究所 中四国支社 広島市中区胡町４－２１

303 日本ミクニヤ㈱ 中国支店 広島市南区出島１－１１－１４

304 日本メンテナスエンジニヤリング㈱ 中国支店 広島市南区京橋町８－１８

305 ㈱日本レップス 四国営業所 徳島県徳島市川内町平石若宮８－７

306 ㈱日本漏防コンサルタント 広島営業所 広島市安佐南区緑井８－３－５－１０１

307 ㈱ニュー技術 広島市佐伯区城山１－１－３

308 ㈱ニュージェック 中国支店 広島市南区稲荷町５－１８

309 ㈱乃村工藝社 東京都港区台場２－３－４

310 ㈱バイタルリード 広島支店 広島市安佐南区緑井５－１７－５

311 パシフィックコンサルタンツ㈱ 中国支社 広島市中区八丁堀１６－１１

312 ㈱パスコ 広島支店 広島市中区中町３－１１

313 原設計㈱ 福山市御門町１－１２－１５

314 原田洋幸土地家屋調査士事務所 広島市中区上幟町２－３６－２０１

315 ㈱ハンシン 大阪府大阪市天王寺区味原町４－８

316 ㈱日野原富士コンサルタント 庄原営業所 庄原市東城町久代１７７５－５

317 平田建築設計㈱ 兵庫県西宮市戸田町５－１６

318 広建コンサルタンツ㈱ 庄原支店 庄原市上原町２６６６－１１

319 ㈱ヒロコン 広島市南区宇品海岸３－１３－２８

320 広島県環境整備事業（同） 三次支所 三次市西酒屋町２１６

321 （一財）広島県環境保健協会 広島市中区広瀬北町９－１
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322
（公社）広島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 三次
地域

三次市南畑敷町１５９－４

323 （一社）広島県森林協会 広島市中区鉄砲町４－１

324 （同）広島県東部設計センター 福山市御門町１－１２－１５

325 広島県不動産評価システム（同） 広島市中区富士見町８－２６

326 （一財）広島県まちづくり土地区画整理協会 広島市中区大手町１－１－２６－２０１

327 特定非営利活動法人広島文化財センター 広島市東区光町２－９－２２

328 ㈲広島林業調査設計 広島市安佐南区古市１－３０－１５

329 ㈱広測コンサルタント 東広島市西条町西条東８０９－１

330 フィールドコンサルタント㈱ 広島市南区東雲３－１１－４

331 ㈱福山コンサルタント 中四国支社 広島市東区光町２－１－２４

332 フコク電興㈱ 福岡県福岡市博多区山王１－１５－８

333 ㈱藤井測量設計 島根県益田市乙吉町イ３４６－４

334 ㈱藤井補償設計 広島支店 広島市西区己斐本町２－４－１５

335 富士企業㈱ 広島市佐伯区楽々園４－６－１９

336 フジ地中情報㈱ 広島支店 広島市西区庚午北２－１６－４

337 フジテクノ㈲ 岡山県津山市田熊１７８６－３

338 ㈱フタバ設計 福岡県福岡市博多区三筑１－６－１４

339 復建調査設計㈱ 備北事務所 三次市十日市東３－１０－８

340 ㈱不二設計コンサルタント 大阪府柏原市安堂町１－２９

341 ㈱プラスＰＭ 大阪府大阪市北区西天満２－８－５

342 ㈱古川コンサルタント 広島支店 広島市安佐南区祇園２－９－１０

343 北陽技建㈱ 島根県出雲市荻杼町５３－２

344 ㈲ＭａｓＭａｓ 広島市南区段原南２－２－３

345 ㈲松江測地社 島根県松江市奥谷町２５３

346 ㈱松尾設計 広島支店 広島市中区小町４－１６

347 ㈱丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町１－５－１８

348 丸菱航業㈱ 福岡県北九州市小倉北区昭和町１３－７

349 ㈱三上建築事務所 茨城県水戸市大町３－４－３６

350 ㈱みかんぐみ 神奈川県横浜市中区太田町６－７５

351 ミサワ環境技術㈱ 三次市向江田町４２５２－２

352 ㈱ミズキコンプライアンス 広島市東区光町２－７－１７

353 ㈱水みらい広島 広島市中区小町１－２５

354 ㈱三井開発 東広島市八本松町原４７９２

355 三井共同建設コンサルタント㈱ 広島営業所 広島市中区広島市中区上八丁堀８－２３

356 ミネオカ測量設計㈱ 尾道市東尾道１０－２０

357 ㈱無線放送設計事務所 広島営業所 東広島市高屋台１－１１－２９

358 ㈱睦設計 広島市佐伯区皆賀２－８－３０

359 ㈱村田相互設計 広島市中区舟入南４－２０－８

360 ㈱ムラヤマ 東京都江東区豊洲３－２－２４

361 明伸建設コンサルタント㈱ 備北営業所 三次市秋町１０４２－３

362 メディアシステム㈱ 福岡営業所 福岡県福岡市中央区清川２－２－２３－７０６

363 ㈲元廣建築設計事務所 尾道市西御所町６－１５

364 ㈱安井建築設計事務所 大阪府大阪市中央区島町２－４－７

365 八千代エンジニヤリング㈱ 広島支店 広島市東区光町１－１３－２０

366 ㈱柳澤孝彦タック建築研究所 東京都千代田区内神田１－３－３
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367 ㈱山下設計 関西支社 大阪府大阪市中央区南船場２－３－２

368 ㈲山谷建築設計事務所 庄原市中本町１－１３－３

369 ㈲行村設備コンサルタント 広島市南区南蟹屋２－２－５

370 ㈱横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎２－２５－２

371 吉田設計㈲ 広島市西区中広町３－２－１０

372 ㈱四航コンサルタント 広島営業所 広島市安佐南区東原１－１６－５－３０５

373 ライト工業㈱ 中国統括支店 広島市中区鶴見町２－１９

374 ㈱ライフライン 北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－１－１５

375 ㈱ＬＡＴ環境クリエイト 広島市西区庚午北２－１－４

376 ラボテック㈱ 広島市佐伯区五日市中央６－９－２５

377 ㈱ランドコンサルタント 東広島市西条中央５－２３－１２

378 ランドブレイン㈱ 広島事務所 広島市中区鉄砲町１－２０

379 ㈱陸地コンサルタント 備北営業所 三次市十日市東６－１３－３３

380 ㈱レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木５－５８－１

381 ㈱ワールド測量設計 島根県出雲市斐川町直江４６０６－１

382 ㈱和幸設計 広島支社 広島市中区舟入南２－５－１１

383 ㈲渡辺測量設計 東広島市西条町御薗宇６９９６


