
令和３・４年度競争入札参加資格承認簿（市外コンサル）

承認
番号

参加業種 名称 所在地 電話番号

3001 建士 ㈱アーキランド 仙台市宮城野区新田四丁目16番10号 022-237-3282

3002 建コ
㈱アーバンパイオニア設計仙台事
務所

仙台市宮城野区榴岡三丁目4番16号　ヴィレッジ
106 022-762-6671

3003 建コ建士 ㈱アール・アイ・エー東北支社 仙台市青葉区中央二丁目9番1号 022-214-0067

3004 建コ測 ㈱アイエスプランニング 仙台市太白区大野田四丁目9番地の3 022-797-0610

3005 建コ建士 ㈱ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 仙台市若林区新寺一丁目2番26号 022-292-3656

3006 建コ ㈱愛植物設計事務所 東京都千代田区神田猿楽町二丁目4番11号 03-3291-3380

3007 建士 ㈱あい設計仙台支社
仙台市青葉区二日町10番20号　イマス二日町ビル
3F 022-722-5112

3008 建士 ㈱ⅰ設計エンジニアリング 仙台市青葉区国分町三丁目11番9号 022-263-8528

3009 建コ測補コ ㈱秋元技術コンサルタンツ 仙台市太白区鹿野二丁目10番14号 022-248-5231

3010 建コ質 ㈱アクアジオテクノ 北海道札幌市白石区本郷通九丁目北4番5号 011-866-5522

3011 建コ測 ㈱アクアプラン 新潟県新潟市中央区女池七丁目8番9号 025-282-2200

3012 建コ測質
㈱アサノ大成基礎エンジニアリン
グ東北支社 仙台市泉区泉中央二丁目25番6号 022-343-8166

3013
建コ測補コ
質 朝日航洋㈱東北空情支社 仙台市泉区七北田字古内1番地1 022-771-2382

3014 建コ測質 旭ボーリング㈱ 岩手県北上市鬼柳町都鳥186番地1 0197-67-3121

3015 建コ測質漏
㈱アジア共同設計コンサルタント
仙台事務所 仙台市青葉区二日町8番6号 022-796-3344

3016
建コ測補コ
質漏 アジア航測㈱仙台支店

仙台市青葉区一番町一丁目4番28号　小松物産ビ
ル 022-216-3553

3017 建コ建士 ㈱梓設計東北事務所 仙台市宮城野区榴岡四丁目2番3号 022-742-3410

3018 測 ㈱アステップ 仙台市泉区南光台四丁目7番35号 022-727-5051

3019 建コ測補コ ㈱アドテック 仙台市宮城野区東仙台一丁目5番10号 022-252-3115

3020 建士 ㈲阿部仁史アトリエ 仙台市若林区卸町三丁目3番地の16 022-284-3411

3021 測 ㈱アラ・エンジニアリング 仙台市太白区長町五丁目4番14号 022-246-0801

3022 建士 ㈱ＡＬ建築設計事務所 仙台市青葉区大町一丁目3-25大町シティビル5Ｆ 022-712-0322

3023
建コ測建士
質 ㈱アルファ水工コンサルタンツ 北海道札幌市西区発寒九条十四丁目516番336 011-662-3331

3024 測 安藤建設工業㈱ 富谷市志戸田北田子沢107番地 022-358-2774

3025 建士 ㈱Ｅ．Ｉ．Ｓ設備計画
仙台市青葉区本町一丁目10番3号　仙台新和ビル
4階 022-217-2090

3026 建士
㈱イーエーディエンドー建築設計
室 仙台市宮城野区東仙台4丁目3番47号 022-295-6770
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3027 建コ ㈱Ｅ‐ＤＥＳＩＧＮ
大阪市中央区南船場一丁目9番1号ライト南船場ビ
ルディング 06-4964-5151

3028 建士 ㈱池下建築設計 富谷市三ノ関三枚橋27番地3 022-348-8555

3029 建士 ㈱石川設計 青森県十和田市西二十二番地2番41号 0176-25-2100

3030 建コ建士 ㈱石本建築事務所東京オフィス 東京都千代田区九段南四丁目6番12号 03-3221-8926

3031 建士 ㈱石森建築設計事務所 仙台市青葉区本町三丁目2番2号 022-393-7592

3032 建コ測 ㈱いずみエンジニアリング 仙台市泉区野村字鎧坂15番地 022-218-6083

3033 建コ建士
㈱市浦ハウジング＆プランニング
東京支店 東京都文京区本郷一丁目28番34号 03-5800-0925

3034
建コ測補コ
質 ㈱一測設計 岩手県一関市萩荘字竹際33番地5 0191-24-2222

3035 建士 ㈱市場建築構造設計事務所 仙台市太白区鹿野一丁目1番3号 022-247-5080

3036
建コ測補コ
質 いであ㈱東北支店 仙台市青葉区錦町一丁目1番11号 022-263-6744

3037 建士
㈱伊藤喜三郎建築研究所　仙台
支店 仙台市青葉区一番町二丁目4番1号 022-222-3098

3038 建コ測補コ ㈱イビソク仙台支店 仙台市若林区上飯田二丁目29番40号 022-253-7075

3039 建コ建士 ㈱入江三宅設計事務所 東京都港区六本木六丁目7番6号 03-5786-1911

3040
建コ測補コ
質 岩倉測量設計㈱ 栗原市栗駒中野上野原北38番地 0228-45-2285

3041 測 ㈱岩嵜測量設計 遠田郡美里町北浦字二又57番地 0229-34-2587

3042 建士 ㈱岩見田・設計東北事務所 仙台市青葉区通町二丁目5番28号 022-342-8680

3043 建コ測補コ ㈱ウイル 栗原市築館字下宮野川南12番地の1 0228-22-2009

3044
建コ測補コ
質漏 ㈱ウエスコ東北事務所 仙台市太白区柳生一丁目11番地8 022-797-5271

3045 建士 ㈱氏家建築設計事務所
仙台市青葉区宮町三丁目9番27号　レゾンデート
ル201号 022-224-3371

3046 建士 ㈲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 03-3667-7617

3047 建士 (合)宇和建築設計事務所 仙台市青葉区花京院二丁目1番36号 022-706-2683

3048
建コ測補コ
質 ㈱エイテック東北支店 仙台市青葉区大町二丁目3番11号 022-706-1240

3049 建コ補コ エイト技術㈱仙台支店 仙台市青葉区本町二丁目17番3号　花泉ビル5階 022-263-1283

3050
建コ測補コ
質 ㈱エイト日本技術開発東北支社 仙台市若林区東七番丁161番 022-712-3555

3051 建士 ＡＩＳ総合設計㈱ 栃木県宇都宮市明保野町2番10号 028-634-6010

3052
建コ測補コ
質 ㈱エース仙台営業所 仙台市青葉区小田原五丁目1-53-208 022-797-9718
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3053 建士 ㈱エーテック 仙台市太白区上野山一丁目13番35号 022-743-5331

3054 建士 ㈱エコサーブ 大崎市古川駅南三丁目17番地2 0229-22-6800

3055 建コ ㈱エコリス 仙台市太白区中田五丁目3番21号 022-204-1506

3056 建士 ㈱ＳＰフォーラム 東京都港区西新橋三丁目23番5号 03-3433-5651

3057 建コ ㈱エックス都市研究所東北事務所 仙台市青葉区中央二丁目7番30号 022-395-9174

3058 建コ エヌエス環境㈱東北支社 仙台市宮城野区中野二丁目3番地の2 022-254-4561

3059
建コ測補コ
質 ㈱ＮＪＳ仙台事務所 仙台市青葉区二日町9番7号 022-266-2821

3060 建コ補コ
㈱エヌティーコンサルタント仙台営
業所

仙台市泉区泉中央一丁目27番3号ドレミ館泉中央
101号 022-342-1381

3061
建コ測補コ
質漏 ＮＴＣコンサルタンツ㈱東北支社 仙台市泉区中央一丁目７番地１ 022-771-8375

3062 建コ測質 ㈱エヌピー 仙台市太白区柳生一丁目11番地8 022-393-6110

3063 建士 ㈱エネ・グリーン仙台支社 仙台市青葉区二日町10番20号 022-722-2118

3064 漏 ㈱Ｍ’ｓジャパン 名取市箱塚一丁目11番14号 022-383-8533

3065 建コ測補コ ㈱エムソーシン 登米市迫町佐沼字八幡一丁目13番地6 0220-23-0522

3066 建士 ㈱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 03-6435-9171

3067 建士 ㈱大宇根建築設計事務所 東京都町田市森野一丁目33番18号幹ビル 042-724-3545

3068
建コ測建士
補コ ㈱大江設計 仙台市青葉区南吉成三丁目1番地の7 022-303-4567

3069 建コ Ｏ・Ｔテクノリサーチ㈱ 仙台市泉区大沢二丁目12番4号 022-343-9961

3070
建コ測建士
補コ質 ㈱オオバ東北支店 仙台市青葉区二日町14番4号 022-217-1432

3071
建コ測建士
補コ質 大橋調査㈱ 仙台市若林区新寺一丁目6番8-303号 022-293-3171

3072 質 ㈱岡田商会 仙台市宮城野区原町一丁目2番10号 022-291-1271

3073 建コ質 奥山ボーリング㈱仙台営業所
仙台市青葉区二日町13番18号ステーションプラザ
ビル３０６号室 022-281-9767

3074 建士 ONO一級建築士事務所 大崎市古川江合錦町二丁目６番１号 0229-23-3688

3075
建コ測補コ
質

㈱オリエンタルコンサルタンツ東北
支社 仙台市青葉区一番町四丁目6番1号 022-215-5522

3076 建コ測質 オリジナル設計㈱宮城事務所
仙台市青葉区国分町一丁目７番１８号白蜂広瀬通
ビル 022-722-0688

3077 建コ測補コ ㈱オリス東北支店 仙台市青葉区本町一丁目３番８号及川パーク２Ｆ 022-748-6751

3078 測 ㈱開成エンジニアリング 仙台市青葉区愛子中央三丁目6番15号 022-392-7071
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3079 建コ質測
開発虎ノ門コンサルタント㈱東北
支店 仙台市宮城野区榴岡四丁目5番24号 022-292-5220

3080
建コ測建士
質 鹿島建設㈱東北支店 仙台市青葉区二日町１番27号 022-261-7990

3081 建コ測質 ㈱片平新日本技研東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目10番17号 022-722-3130

3082 建士 ㈱桂設計 東京都新宿区榎町43番地1 03-3269-6411

3083 建士 ㈱桂設計 仙台市太白区あすと長町三丁目2番29号 022-304-0233

3084 建コ測補コ ㈱加美測量設計事務所 加美郡加美町字矢越191番地 0229-63-5461

3085 建士 ㈲冠設計 仙台市泉区向陽台三丁目15番7号 022-374-4535

3086 建士 ㈲ガルボ空間工房 仙台市太白区山田本町9番28号 022-307-5650

3087 建コ測質 川崎地質㈱北日本支社 仙台市宮城野区榴岡三丁目4番16号 022-792-6330

3088 建コ ㈱環境管理センター福島事業所 福島県福島市陣場町8-24サニーコート福島404号 024-572-5488

3089 建コ ㈱環境技術研究所東北支店 仙台市宮城野区福室二丁目8-17-314 050-3531-9258

3090 建コ ㈱環境事業計画研究所 京都府京都市上京区多門町440-6 075-431-0055

3091 建士 ㈲環境デザイン工房 名取市大手町四丁目1番地の4 022-382-9172

3092 建コ 管清工業㈱東北営業所 仙台市若林区卸町東四丁目3番17号 022-288-2250

3093 建コ ㈱管総研東京支店 東京都中央区日本橋本石町三丁目3番10号 03-5205-1990

3094 建士 ㈱菅野宏史建築設計事務所 仙台市青葉区本町三丁目5番21号 022-262-3456

3095 建士 ㈱企画設備設計 仙台市泉区八乙女中央三丁目11番16号 022-372-3222

3096
建コ測補コ
質 ㈱菊池技研コンサルタント 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前6番地8 0192-27-0835

3097 建コ測
㈱基礎建設コンサルタント東北支
店 仙台市宮城野区榴岡三丁目4番16号　ビレッジ106 022-748-4461

3098
建コ測補コ
質

基礎地盤コンサルタンツ㈱東北支
社 仙台市宮城野区五輪二丁目9番23号 022-291-4191

3099
建コ測補コ
質 キタイ設計㈱東北支社 仙台市青葉区木町通二丁目6番53号 022-343-5416

3100 建士 ㈱教育施設研究所東北事務所 仙台市青葉区一番町一丁目14番32号 022-221-8511

3101 建コ建士 共同設計㈱東京事務所 東京都新宿区南元町19番地 03-3355-5836

3102 建コ測補コ ㈱協同測量社東北支社 大崎市古川休塚字南川原53番地6 0229-28-1901

3103 建コ測質 ㈱協和コンサルタンツ東北支社 仙台市青葉区花京院二丁目1番14号 022-266-6073

3104 建コ測質 協和設計㈱東北支店 仙台市青葉区本町一丁目2番20号 022-722-2235
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3105 建コ質
㈱極東技工コンサルタント東北事
務所

仙台市泉区泉中央一丁目9番地の2　アバンサー
ル泉中央 022-344-9456

3106 建コ建士 （一財）漁港漁場漁村総合研究所 東京都千代田区岩本町三丁目4番6号 03-5833-3220

3107 建コ測質 ㈱近代設計東北支社 仙台市若林区東七番丁161番地 022-217-6750

3108 建士 ㈱久慈設計仙台支社 仙台市青葉区八幡五丁目3番11号 022-727-8780

3109 建士 ㈱久慈設計東日本 仙台市青葉区八幡五丁目3番11号 022-727-8780

3110 建士 ㈱楠山設計
仙台市青葉区一番町三丁目3番16号　オー・エック
ス芭蕉の辻ビル 022-224-1207

3111 建コ ㈱クマシロシステム設計
北海道札幌市中央区南一条西十八丁目1番地9
ＫＳフロンティアビル 011-632-1010

3112 建コ建士 ㈱久米設計東北支社 仙台市青葉区中央三丁目10番19号 022-266-1431

3113
建コ測補コ
質

倉測建設コンサルタント㈱東北支
店 宮城県気仙沼市東八幡前３７７ 0226-25-9693

3114 建士 ㈱グリーンエコ
大阪府大阪市中央区南船場一丁目17番11号　上
野BRビル 06-6484-5571

3115 建士 ㈱群建築設計事務所 仙台市太白区鹿野二丁目15番12号 022-248-7781

3116 建コ
（一財）計量計画研究所東北事務
所 仙台市青葉区二日町3番10号 022-221-7730

3117 建コ ㈱ケー・シー・エス東北支社 仙台市青葉区本町一丁目11番2号　ＳＫ仙台ビル 022-224-1591

3118 建士 ㈱ケークリエイト 東京都新宿区西新宿三丁目18番20号 03-5388-5830

3119 建コ測質 ㈱建設環境研究所東北支社 仙台市宮城野区榴岡四丁目3番10号 022-292-6012

3120
建コ測補コ
質 ㈱建設技術研究所東北支社 仙台市青葉区一番町四丁目1番25号 022-261-6861

3121 建コ質 ㈱建設技術センター 仙台市若林区蒲町東20番地の12 022-287-4011

3122 補コ ㈱建設相互測地社仙台支店 仙台市太白区富沢南一丁目7番地1 022-243-8681

3123 建士 ㈱建築工房零 仙台市泉区南中山三丁目19番12号 022-725-2261

3124 測 公共地研㈱ 埼玉県川口市戸塚三丁目25番27号 048-297-5751

3125 建コ測質
㈱構研エンジニアリング東北営業
所 仙台市青葉区柏木一丁目1-53-203 022-344-6231

3126 建士 ㈱構建築設計事務所 仙台市青葉区上杉二丁目4番46号 022-262-3301

3127 建士 ㈱ゴウ構造 仙台市青葉区八幡五丁目1番14号 022-265-2501

3128 建コ測補コ ㈱光生エンジニアリング 仙台市宮城野区新田三丁目19番12号 022-236-9491

3129 建コ測 ㈱構造技術コンサルタント 仙台市太白区山田本町６番７号 022-738-7021

3130 建士 ㈱構造計画 仙台市青葉区本町三丁目5番22号 022-716-5477
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3131 建コ質 ㈱興和東北支店 仙台市太白区富沢四丁目4番2号 022-743-1680

3132 測補コ ㈱桑折コンサルタント 仙台市太白区泉崎一丁目18番7号 022-244-2106

3133 建コ測建士
㈱国際開発コンサルタンツ仙台支
店 仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 022-225-6201

3134 測 国際文化財㈱東北支店 仙台市若林区新寺1-3-45 022-292-1661

3135 測 国土情報開発㈱ 東京都世田谷区池尻二丁目7番3号 03-5481-3000

3136 建コ補コ質 ㈱コサカ技研仙台支社 仙台市泉区八乙女中央三丁目13番1号 022-371-7791

3137 質 後藤ボーリング㈱ 栗原市栗駒桜田東有賀72番地 0228-45-3806

3138 建コ建士 ㈱コンステック仙台支店 仙台市太白区茂庭字新御所川50 022-395-9115

3139 建コ建士
コンストラクションインベストメントマ
ネジャーズ㈱

大阪府大阪市中央区内本町二丁目4番7号　大阪
Ｕ2ビル8階 06-6910-8883

3140 建コ
㈱サーベイリサーチセンター東北
事務所 仙台市青葉区一番町二丁目4番1号 022-225-3871

3141
建コ測補コ
質

㈱寒河江測量設計事務所仙台支
店 仙台市青葉区国分町三丁目8番17-208号 022-796-5753

3142 建士 ㈱盛総合設計 仙台市青葉区上杉三丁目3番16号 022-222-6887

3143 建士 ㈱櫻田建築設計事務所 仙台市若林区新寺一丁目6番8-309号 022-349-9791

3144 建コ測 ㈱ササキカンパニーリミテド 仙台市太白区南大野田9番地5 022-248-9221

3145 建コ建士 ㈱佐藤総合計画東北オフィス 仙台市青葉区一番町四丁目6番1号 022-261-7511

3146
建コ測補コ
質 ㈱サトー技建 仙台市若林区河原町一丁目6番1号 022-262-3535

3147 測 ㈲サトー測地 本吉郡南三陸町志津川字御前下29番地2 0226-47-1020

3148 建コ測 佐野コンサルタンツ㈱ 仙台市泉区市名坂字石止56番地の1 022-373-2495

3149
建コ測建士
補コ質漏 ㈱三協技術 仙台市青葉区国分町三丁目8番14号 022-224-5503

3150
建コ測補コ
質 三協コンサルタント㈱仙台支店 仙台市青葉区木町通一丁目7番21号 022-214-5585

3151
建コ測補コ
質

サンコーコンサルタント㈱東北支
店 仙台市青葉区堤町一丁目1番2号 022-273-4448

3152 建コ測質 ㈱三水コンサルタント東北支社 仙台市青葉区堤町一丁目1番2号 022-728-7205

3153 建士 ㈱ＳＵＮ総合 仙台市青葉区柏木一丁目2番38号 022-727-2762

3154 建コ測 三展ミネコンサルタント㈱ 茨城県土浦市桜町四丁目11番14号 029-826-2536

3155
建コ測補コ
質漏 ㈱三祐コンサルタンツ仙台支店 仙台市青葉区五橋二丁目11番1号 022-263-1857

3156 建コ質 ㈱三洋コンサルタント仙台営業所 仙台市宮城野区高砂2丁目2番2号 022-259-9335
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3157 建コ測補コ ㈱三洋設計 仙台市青葉区一番町三丁目3番16号 022-261-0479

3158 建コ測質 三洋テクノマリン㈱東北支社 仙台市若林区六丁の目中町6番52号 022-253-6217

3159 建コ補コ
㈱三和技術コンサルタント仙台支
店

仙台市宮城野区榴岡二丁目1番15号　新大内ビル
３Ｆ－Ｃ 022-295-3161

3160 測 三和航測㈱東北支社 仙台市宮城野区榴岡四丁目13番1号 022-297-5676

3161 建士 ㈱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 03-5766-3555

3162 建士 ㈱ＣＯＳ設計 仙台市宮城野区榴岡四丁目13番1号 022-256-2139

3163 建コ建士 ㈱ジイケイ設計 東京都豊島区高田3丁目37番10号 03-6903-1892

3164 建コ測質 ㈱CPC東北支店 仙台市青葉区本町一丁目12番7号 022-265-5510

3165
建コ測補コ
質

ＪＲ東日本コンサルタンツ㈱東北支
店 仙台市宮城野区東六番丁31番2号 022-211-0873

3166 建士 ㈱Jes設計 山形県山形市陣場南5番3号 023-673-0770

3167 建コ ジオ・サーチ㈱ 東京都大田区西蒲田七丁目37番10号 03-5710-0200

3168 建コ測 ㈱ＧＥＯソリューションズ 兵庫県西宮市和上町1番31号 0798-37-1280

3169
建コ測補コ
質 柴田工事調査㈱ 秋田県湯沢市岩崎字南五条61番地の1 0183-73-7171

3170 建コ質 ㈱地盤調査事務所東北事務所 福島県須賀川市大黒町103番1号 0248-76-2453

3171 測補コ ㈱四門東北支店 仙台市宮城野区榴岡四丁目12番12号 022-299-5507

3172 建コ ㈱十一設研松島営業所 宮城郡松島町幡谷字前沖56番地33 022-352-2920

3173 建コ補コ質 ㈱庄内測量設計舎仙台支店
仙台市青葉区木町通一丁目8番28号　三栄木町通
ビル304号 022-268-2328

3174 建コ測補コ 昭和㈱東北支社 仙台市宮城野区榴岡四丁目6番1号 022-742-5301

3175 建コ建士 ㈱昭和設計仙台事務所 仙台市青葉区中央四丁目6番1号 022-722-3912

3176 測 ㈱シン技術コンサル東北支店
仙台市太白区中田五丁目3番21号　南仙台広瀬ビ
ル3階 022-741-2850

3177 建コ ㈱新光コンサルタント仙台事務所 仙台市青葉区桜ケ丘一丁目12番25号 022-277-7220

3178 建士 ㈱新設備設計事務所
仙台市泉区泉中央一丁目２８番２２号プレジデント
シティビル４階 022-352-7451

3179 建コ測 ㈱新東洋技術コンサルタント 仙台市宮城野区大梶10番19号 022-293-3125

3180 建コ測補コ ㈱新日東北支店 岩手県釜石市大只越町二丁目4番20号 0193-55-5874

3181 建コ測 新日本工営㈱　仙台支店
仙台市青葉区二日町8番6号二日町島田ﾋﾞﾙ事務
所棟5階 022-222-1815

3182 測建士 ㈱新日本興発コンサルタント 仙台市青葉区一番町二丁目2番13号 022-227-0603
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3183 建コ測質 新日本設計㈱仙台事務所
仙台市青葉区一番町三丁目3番16号　オー・エック
ス芭蕉の辻ビル7階 022-261-5841

3184
建コ測補コ
質 新和設計㈱仙台支店 仙台市青葉区支倉町2番13号 022-266-3747

3185 建コ測
(一社）水産土木建設技術セン
ター 東京都中央区築地二丁目14番5号 03-3546-6858

3186 建士 ㈱菅伸建築設計事務所 仙台市若林区新寺一丁目6番8-215号 022-291-6141

3187 建士 ㈱鈴木弘人設計事務所 仙台市青葉区八幡一丁目10番14号 022-722-7822

3188 建士 ㈱昴設計 仙台市青葉区二日町10番20号 022-223-4280

3189
建コ測建士
補コ ㈱成和技術 山形県尾花沢市若葉町四丁目1番1号 0237-23-2222

3190 建士 ㈱関・空間設計 仙台市青葉区本町二丁目1番8号 022-398-9161

3191 建コ ㈱センク２１仙台事務所 仙台市泉区南光台六丁目２４番１号 022-727-1219

3192 建コ （公社）全国漁港場協会 東京都港区赤坂1丁目9番13号　三会堂ﾋﾞﾙ8階 03-5114-9981

3193 建コ測 ㈱センシン技術 仙台市青葉区二日町14番4号 022-216-5371

3194 建コ測 ㈱センソクコンサルタント 仙台市宮城野区高砂一丁目1番地の11 022-254-6380

3195 建士 ㈱仙台総合設備計画 仙台市青葉区立町16番25-201号 022-262-1675

3196 建コ測補コ ㈱仙台土木設計 仙台市青葉区上杉一丁目10番21号 022-225-4714

3197 測補コ 仙東技術㈱ 仙台市泉区八乙女一丁目11番地の3 022-346-1095

3198 測 ㈱セントラルサーベイ 仙台市若林区伊在三丁目7番地の1 022-390-6946

3199 建コ測 ㈱仙南測量設計 岩沼市相の原三丁目3番18号 0223-24-1746

3200 測
㈱ゼンリン東北第一エリアグルー
プ 仙台市青葉区本町一丁目12番7号 022-261-5563

3201 建士 ㈲SOYsource建築設計事務所
仙台市青葉区上杉一丁目15番24号林産上杉ビル
3階 022-716-6727

3202 建コ建士 ㈱綜企画設計仙台支店 仙台市泉区泉中央三丁目2番地の1 022-771-1207

3203 建士 ㈱創建設計 仙台市青葉区立町21番5-201号 022-261-2555

3204 建コ
㈱綜合技術コンサルタント東北支
店 仙台市青葉区本町二丁目6-15 022-268-4191

3205 建士 ㈱総合設備計画東北事務所 仙台市青葉区一番町三丁目7番1号 022-264-0150

3206 建コ補コ質
㈱総合土木コンサルタンツ宮城営
業所 栗原市金成中町41番地 0228-57-4321

3207 建士 ㈲創設計事務所 仙台市泉区寺岡四丁目11番地の6 022-342-6333

3208 建士 ㈱相和技術研究所仙台事務所 仙台市宮城野区五輪一丁目17番60号 022-297-1961
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3209 建コ補コ質 第一復建㈱仙台事務所 仙台市青葉区本町一丁目２番２０号 022-722-3701

3210
建コ測補コ
質 ㈱ダイエツ仙台支店

仙台市青葉区本町一丁目13番22号仙台松村ビル
4階 022-712-1050

3211 建コ建士 ㈱大建設計東北事務所 仙台市青葉区一番町二丁目2番1１号 022-213-8041

3212
建コ測補コ
質漏 大日コンサルタント㈱仙台事務所 仙台市青葉区中央二丁目7番30号 022-225-5626

3213 建コ測質漏 大日本コンサルタント㈱東北支社 仙台市青葉区中央一丁目6番35号 022-261-0404

3214 建コ質
㈱ダイヤコンサルタント宮城事務
所

仙台市青葉区一番町二丁目4番1号　仙台興和ビ
ル11階 022-263-5078

3215 測 ㈲大洋測量設計 栗原市築館字下宮野町33番地 0228-22-1463

3216
建コ測補コ
質 ㈱ダイワ技術サービス 仙台市宮城野区五輪一丁目8番3号 022-298-5183

3217 建コ測 ㈱大和測地 黒川郡大和町宮床字戸崎58番地 022-346-2219

3218 建コ測質 大和探査技術㈱東北営業所 仙台市宮城野区福室二丁目5番55号 022-258-1701

3219 補コ 大和不動産鑑定㈱東北支社 仙台市青葉区二日町3番10号 022-713-7071

3220 建士 大和リース㈱仙台支社 仙台市太白区大野田四丁目28番地の3 022-249-8688

3221 建士 ㈲髙橋建築設計事務所 仙台市泉区長命ヶ丘三丁目31番地の１７ 022-378-3246

3222 建士 ㈱田中建築事務所 東京都港区高輪二丁目16番45号 03-5420-2431

3223 補コ ㈱谷澤総合鑑定所東北支社 仙台市青葉区本町三丁目4番18号 022-722-2933

3224
建コ測補コ
質

玉野総合コンサルタント㈱仙台支
店 仙台市青葉区本町一丁目１３番２２号 022-716-6646

3225 建士 ㈱丹青社 東京都港区港南一丁目2番70号 03-6455-８１５１

3226 測建士漏 ㈱地域計画センター 長野県長野市大字北長池字上河原1924番地2 026-259-0039

3227 建コ建士 ㈱地域計画連合
東京都豊島区北大塚二丁目２４番５号　ステーショ
ンフロントタワー２Ｆ 03-5974-2021

3228 建コ測質
㈱地圏総合コンサルタント仙台支
店 仙台市青葉区一番町四丁目1番25号 022-261-6466

3229 建コ測補コ ㈱地清建設企画 名取市手倉田字八幡434番地 022-382-0989

3230 建コ質 千葉エンジニアリング㈱東北支店
仙台市宮城野区日の出町１丁目1番21号　ＭＴビ
ル1階 022-794-7256

3231 建コ測質 中央開発㈱東北支店 仙台市若林区蒲町東20番地の6 022-766-9121

3232 補コ 中央建鉄㈱仙台支店 仙台市宮城野区銀杏町20番29号 022-292-6911

3233
建コ測補コ
質 中央コンサルタンツ㈱仙台支店 仙台市青葉区中央二丁目9番27号 022-722-2541

3234 測 ㈲中央測量設計事務所 登米市迫町佐沼字中江四丁目9番地の9 0220-22-3840
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3235 建コ補コ質
中央復建コンサルタンツ㈱東北支
社 仙台市青葉区上杉二丁目3番7号 022-267-1459

3236 建コ
中電技術コンサルタント㈱東北営
業所 仙台市青葉区二日町１４番１５号 022-397-8173

3237 建コ測質 ㈱長大仙台支社 仙台市若林区新寺一丁目2番26号 022-781-8628

3238
建コ測補コ
質 ㈱千代田コンサルタント東北支店 仙台市青葉区本町一丁目11番2号 022-214-6261

3239 建コ ㈱通電技術仙台営業所 仙台市青葉区中央1丁目2番3号 022-208-9359

3240 建士 ㈱土屋建築研究所東北支所 仙台市青葉区本町一丁目12番2号 022-722-8858

3241 建士 ＴＳＰ太陽㈱ 東京都目黒区東山一丁目17番16号 03-3719-3721

3242 建コ ㈱ティーネットジャパン東北支社 仙台市青葉区中央四丁目10番3号 022-223-7032

3243 建コ測 ティ・ケイエンジ㈱ 仙台市太白区長町七丁目19番23号 022-304-0733

3244
建コ測補コ
質 ㈱テイコク東北支店 仙台市青葉区柏木一丁目1番53号 022-343-0956

3245 建コ測 ㈱テクノ東北 仙台市泉区泉中央二丁目11番9号 022-372-8886

3246 建コ測質 ㈱テクノ長谷 仙台市青葉区支倉町2番10号 022-222-6457

3247 建コ測 ㈱テクノブレイン 仙台市青葉区春日町３番16-301号 022-212-2925

3248 建士 ㈱NHKテクノロジーズ仙台総支社
仙台市青葉区本町一丁目11番11号　ハニックスビ
ル5階 022-261-0796

3249 建士 ㈲テラ構造設計 遠田郡涌谷町下郡字竹ノ花14番地 0229-43-5677

3250 建士建コ ㈱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 045-222-7686

3251 建士 電気興業㈱ 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 03-3216-1671

3252 建士 ㈱伝統建築研究所 仙台市太白区八木山本町一丁目38番3号 022-765-1766

3253 質 ㈱東開基礎コンサルタント 仙台市泉区市名坂字御釜田145番地の2 022-372-7656

3254 測
東京ガスエンジニアリングソリュー
ションズ㈱ 東京都港区海岸一丁目2番3号 03-6452-8470

3255 建コ測質
㈱東京建設コンサルタント東北支
社 仙台市青葉区一番町二丁目10番17号 022-222-8887

3256 建コ測質 東京コンサルタンツ㈱東北支店 仙台市青葉区上杉一丁目17番20号 022-265-3891

3257 建コ 東京システム特機㈱ 東京都千代田区飯田橋四丁目5番１１号 03-3239-1039

3258
建コ測建士
質 ㈱東京設計事務所東北支社

仙台市若林区清水小路6番地の1東日本不動産仙
台ファーストビル 022-261-1833

3259 建コ測質 ㈱東京ソイルリサーチ東北支店 仙台市泉区八乙女中央二丁目1番36号 022-374-7510

3260 建コ測補コ ㈱東建工営東北支社 仙台市太白区長町三丁目8番7号 022-246-9811
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3261 建コ測質 ㈱東建ジオテック東北支店 仙台市青葉区小松島一丁目7番20号 022-275-7111

3262 測 ㈲東光開発
仙台市泉区七北田字白水沢111番地の１sakura
park参番館１０３ 022-374-5388

3263 建コ測質 ㈱東光コンサルタンツ仙台支店 仙台市青葉区本町二丁目9番8号 022-264-1578

3264 補コ
㈱東都不動産補償コンサル研究
所仙台支店

仙台市青葉区五橋一丁目4番24　ライオンズビル
五橋704号 022-263-8782

3265 建コ
東日設計コンサルタント㈱仙台支
店 宮城県仙台市若林区新寺一丁目6-8-212 022-355-2807

3266 建コ建士 ㈱東畑建築事務所東北支所 仙台市宮城野区鉄砲町西１番地の１４ 022-292-6660

3267
建コ測補コ
質 東邦技術㈱仙台支社 仙台市若林区河原町一丁目3番24号 022-712-2771

3268
建コ測補コ
質 東北エンジニアリング㈱仙台支店 仙台市泉区八乙女中央三丁目13番1号 022-374-2443

3269
建コ測建士
質 ㈱東北開発コンサルタント 仙台市青葉区大町二丁目15番33号 022-225-5661

3270
建コ測補コ
質 ㈱東北構造社 仙台市青葉区本町二丁目2番3号 022-227-1877

3271 質 ㈱東北試錐 仙台市泉区南光台南三丁目5番7号 022-251-2127

3272 建士 ㈱東北設計計画研究所 仙台市泉区高森四丁目2番地の618 022-377-5051

3273 建士 ㈱東北設備設計事務所 仙台市青葉区堤通雨宮町12番16-209号 022-275-5171

3274 建士 ㈱東北綜企画 仙台市泉区泉中央三丁目2番地の1 022-771-1681

3275 質 ㈱東北地質 仙台市泉区七北田字大沢柏56番地の3 022-373-5025

3276 建コ測補コ ㈱東北パシフィック 仙台市宮城野区宮千代一丁目18番地の3 022-237-2601

3277 建コ測質 東北ボーリング㈱ 仙台市若林区六丁の目元町6番8号 022-288-0321

3278 補コ
㈱東北補償コンサルタント仙台支
店 仙台市太白区長町一丁目3番26号 022-304-2777

3279 建コ質 東北緑化環境保全㈱ 仙台市青葉区本町二丁目5番1号 022-263-0607

3280 建コ測 ㈱東洋設計事務所東北支所 仙台市青葉区二日町2番21号 022-227-3635

3281 建コ測質
㈱道路建設コンサルタント東北支
社 仙台市青葉区二日町6番6号-403 022-212-2855

3282
建コ測建士
補コ質 ㈱ドーコン東北支店

仙台市青葉区一番町四丁目1番25号　東二番丁ス
クエア 022-225-2860

3283 建士 ㈱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番23号 03-3221-5558

3284 建コ質
㈱トーニチコンサルタント東北事務
所 仙台市青葉区中央二丁目7番30号 022-262-0243

3285 建士 ㈱時設計
東京都中央区東日本橋三丁目12番11号アヅマビ
ル 03-3661-3673

3286 建コ建士 ㈱都市環境研究所 東京都文京区本郷二丁目35番10号 03-3814-1001
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3287 建コ建士 ㈱都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番5号 03-3262-6341

3288 建コ建士 ㈱都市デザイン 東京都千代田五番町2番地17 03-3261-9570

3289 建コ （一財）都市みらい推進機構 東京都文京区関口一丁目23番6号 03-5261-5625

3290 建コ建士 ㈱戸田芳樹風景計画東京本部 東京都渋谷区代々木一丁目36番1号 03-3320-8601

3291 建コ質補コ ㈱土木管理総合試験所東北支店 仙台市宮城野区日の出町一丁目6番16号 022-385-5467

3292 建コ測補コ ㈱土木技研 岩手県盛岡市津志田南二丁目16番20号 019-638-8131

3293 建コ測質 土木地質㈱ 仙台市泉区本田町13番31号 022-375-2626

3294
建コ測補コ
質 内外エンジニアリング㈱東北支店 仙台市青葉区二日町3番10号 022-217-3811

3295 建士 ㈱内藤建築事務所東京事務所 東京都中央区八丁堀三丁目12番8号 03-5543-2131

3296
建コ測補コ
建士 中井測量設計㈱ 岩手県大船渡市三陸町吉浜字上野29番地1 0192-45-2341

3297 建コ補コ質
中日本建設コンサルタント㈱仙台
事務所 仙台市宮城野区二の森10番10 022-738-8741

3298 建コ測補コ
㈱中庭測量コンサルタント仙台営
業所 仙台市太白区八本松一丁目13番11号-301号 022-304-2770

3299 建コ測補コ ㈱ナカノアイシステム仙台営業所
仙台市泉区泉中央一丁目9番2号アバンサール泉
中央303号 022-342-1276

3300 建コ ニチレキ㈱東北支店 仙台市宮城野区港一丁目1番22号 022-388-8101

3301 建コ補コ質
㈱日建技術コンサルタント東北支
社

仙台市青葉区一番町三丁目3番11号（Human青葉
通ビル） 022-265-5505

3302 建コ測 ㈱日建設計総合研究所 東京都千代田区飯田橋二丁目１８番３号 03-5259-6080

3303 建コ質 ㈱日さく仙台支店 仙台市太白区長町六丁目4番47号 022-208-7531

3304 建コ質
㈱日産技術コンサルタント東北事
務所 仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 022-738-8593

3305 建コ測質
㈱日新技術コンサルタント東北事
務所 仙台市青葉区一番町一丁目1番8号 022-262-0244

3306 建士 日新設計㈱ 仙台市太白区山田字大石42番4 022-245-2333

3307 建コ建士 ㈱日総建東北事務所 仙台市青葉区一番町四丁目1番25号 022-261-6929

3308 建コ測補コ ㈱日測東北支社 仙台市泉区寺岡一丁目2番12号 022-772-0207

3309 建コ 日鉄環境㈱東北営業所 仙台市青葉区花京院二丁目1番11号 022-395-8731

3310 建士 ㈱日展東京支店 東京都台東区東上野六丁目21番6号 03-3847-2060

3311
建コ測補コ
質漏 ㈱日本インシーク東北支店 仙台市青葉区中央四丁目6番1号 022-724-7530

3312 建コ
日本海洋コンサルタント㈱東北事
務所 仙台市青葉区国分町三丁目8番17号 022-265-1782
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3313 建コ （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番6号 044-288-4896

3314 建コ測建士 ㈱日本環境工学設計事務所 東京都千代田区神田神保町二丁目7番地3 03-3265-0551

3315 建コ （一財）日本気象協会東北支社 仙台市太白区向山四丁目20番14号 022-216-4181

3316
建コ測補コ
質漏 日本工営㈱仙台支店 仙台市青葉区国分町三丁目1番11号 022-227-3525

3317 建コ質 ㈱日本構造橋梁研究所東北支社 仙台市青葉区本町一丁目2番20号 022-713-6657

3318 建コ質
㈱日本港湾コンサルタント東北事
務所 仙台市青葉区花京院一丁目1番5号 022-215-9051

3319 建コ測質 日本ジタン㈱ 福岡県北九州市小倉北区京町四丁目1番24号 093-541-1084

3320 建コ質
日本シビックコンサルタント㈱東北
事務所 仙台市青葉区国分町三丁目1番11号 022-263-3605

3321
建コ測補コ
質 日本振興㈱東北支店 仙台市宮城野区榴岡四丁目3番10号 022-291-3810

3322 建コ測質 日本水工設計㈱東北事業所 仙台市青葉区中央三丁目2番21号 022-263-8941

3323 建コ測 ㈱日本水道設計社仙台事務所 仙台市青葉区上杉一丁目6番11号 022-711-4201

3324 建コ建士 ㈱日本設計 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 03-3348-0315

3325 建コ測補コ 日本測地設計㈱東北支店 仙台市若林区新寺一丁目7番21号 022-292-7871

3326
建コ測建士
補コ 日本データーサービス㈱ 北海道札幌市東区北十六条東十九丁目1番14号 011-780-1111

3327 建コ測補コ 日本都市技術㈱東北支店 仙台市青葉区本町三丁目2番26号 022-722-6101

3328 漏
㈱日本漏防コンサルタント東北営
業所

仙台市太白区富沢一丁目9番1号　エクセル富沢
105 022-226-8963

3329 建コ測質 ㈱ニュージェック東北支店 仙台市青葉区堤町一丁目1番2号 022-301-7611

3330 建士 ㈱乃村工藝社 東京都港区台場二丁目３番４号 03-5962-1171

3331 建士 ㈲ノルムナルオフィス 仙台市青葉区二日町16番20号 022-716-3111

3332 建士 ㈱バウ建築設計室 仙台市太白区長町一丁目６番６号 022-308-7650

3333 建コ測 ㈱ハシカンプラ 宮城県仙台市泉区中央1丁目40-3 022-380-6370

3334
建コ測建士
質

パシフィックコンサルタンツ㈱東北
支社 仙台市青葉区一番町一丁目9番1号 022-302-3941

3335
建コ測補コ
質漏 ㈱パスコ仙台支店 仙台市宮城野区名掛丁205番地の1 022-299-9511

3336
建コ測補コ
質 ㈱八州仙台支社 仙台市青葉区二日町3番10号 022-721-2163

3337 建士 ㈱針生承一建築研究所 仙台市青葉区上杉一丁目10番25－501号 022-263-3580

3338 建士 ㈱ピーエーシー仙台支所 仙台市太白区長町一丁目5番6号AIビル 022-246-7791
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3339 測補コ
㈱東日本エンジニアリング仙台支
店 仙台市泉区八乙女中央三丁目2番30号 022-725-7071

3340 建コ測補コ 東日本総合計画㈱仙台支店
仙台市若林区土樋254番地　ニューメゾン土樋200
号 022-209-5127

3341 漏 東日本漏水調査㈱仙台営業所 仙台市青葉区上杉四丁目3番2号 022-213-0765

3342 建士 ㈱日立建設設計 東京都千代田区内神田三丁目11番7号 03-6757-7110

3343 建士 ㈱病院システム 東京都豊島区目白二丁目16番19号 03-5396-3921

3344 測建士 ㈱平吹設計事務所 山形県山形市松波三丁目4番11号 023-666-7111

3345 建コ測質 ㈱福山コンサルタント東北支社 仙台市青葉区二日町13番17号 022-262-0118

3346 建士 ㈱フケタ設計仙台事務所
仙台市宮城野区港三丁目1番3号　仙台港国際ﾋﾞ
ｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ4階 022-388-5233

3347 建コ測 富士コンサルタンツ㈱仙台支店 仙台市太白区太子堂10番20号 022-395-6216

3348 建コ測補コ ㈱富士測地開発 登米市迫町佐沼字江合一丁目5番地7 0220-22-1233

3349 建コ測漏 フジ地中情報㈱東北支店 仙台市太白区長町南三丁目37-13 022-208-7743

3350 質 不二ボーリング工業㈱仙台支店 仙台市若林区上飯田二丁目5番16号 022-286-9020

3351 建コ測質 ㈱復建エンジニヤリング東北支社 仙台市青葉区二日町11番11号 022-267-2765

3352
建コ測建士
補コ質 ㈱復建技術コンサルタント 仙台市青葉区錦町一丁目7番25号 022-262-1234

3353
建コ測補コ
質 復建調査設計㈱東北支店 仙台市青葉区本町一丁目２番２０号 022-723-5830

3354 建コ測質 ㈱古川測量設計事務所 大崎市古川中里三丁目１１番４１号 0229-23-8833

3355 建コ ㈱プレック研究所東北事務所 仙台市青葉区本町二丁目6番35号 022-211-8044

3356 建士 ㈲フロムエッグ一級建築士事務所 仙台市太白区鈎取一丁目5番40号 022-245-9367

3357 建コ測建士 ㈱文化財保存計画協会 東京都千代田区一ツ橋二丁目5番5号 03-5276-8200

3358 建コ ㈱ヘッズ東京本社
東京都渋谷区神宮前三丁目13番21号　神宮前レ
ジデンス 03-6432-9989

3359 建士 ベルアート㈱ 名取市大手町六丁目13-7 022-382-0736

3360 建コ測質 ㈱豊水設計 北海道札幌市東区北三十三条東十六丁目2番2号 011-299-1127

3361 建コ測補コ ㈱北振技研 登米市迫町佐沼字大網363番地1 0220-22-2764

3362 建コ測補コ ㈱北水コンサルタント 登米市迫町佐沼字八幡二丁目5番地1 0220-22-2514

3363 建士 ㈱北星設計 仙台市青葉区立町22番14号西公園マンション405 022-266-9010

3364 建コ測 北武コンサルタント㈱仙台事務所
仙台市若林区南材木町3番地　ブランドール河原
町プラザ301 022-722-1713
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3365 測 ㈲北陽エンジニアリング 登米市米山町中津山字猪込173番地 0220-55-3794

3366 測 北海道地図㈱ 北海道旭川市台場一条二丁目1番6号 0166-61-5531

3367 建コ測補コ 北光コンサル㈱仙台支店 仙台市泉区東黒松２７番７号 0225-344-8867

3368 建士 ㈱真設計 仙台市宮城野区原町一丁目3番21号 022-299-5327

3369
建コ測補コ
質漏 ㈱間瀬コンサルタント仙台営業所 仙台市青葉区東勝山一丁目11番11号 022-727-5085

3370 建士 ㈱松下設計仙台支社 仙台市青葉区一番町一丁目1番8号 022-217-4018

3371 建コ建士 ㈱松田平田設計 東京都港区元赤坂一丁目5番17号 03-3403-6161

3372 建士 ㈱松本純一郎設計事務所 仙台市青葉区山手町3番7号 022-303-6401

3373 建士 ㈱マド建築綜合設計 仙台市青葉区立町5番9号（梅屋ビル） 022-265-3511

3374 建士 マン・テック㈱ 仙台市青葉区上杉一丁目16番8号 022-224-2668

3375 建コ測補コ ㈱ミカミ東北支店
仙台市宮城野区宮城野一丁目12番15号　松栄宮
城野ビル301号 022-355-7077

3376 建士 ㈱三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目4番36号 029-224-0606

3377 建コ測建士 ㈱三木設計事務所 秋田県秋田市川元松丘町2番14号 018-862-7331

3378 測 三国屋建設コンサルタント㈱ 仙台市宮城野区高砂二丁目２番２号 022-259-3928

3379 建コ測質
三井共同建設コンサルタント㈱東
北支社 仙台市青葉区中央四丁目10番3号 022-225-0489

3380 建コ建士 ㈱三菱地所設計東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目4番1号 022-261-1363

3381 建コ質
三菱マテリアルテクノ㈱栗原事業
所 栗原市鶯沢南郷北沢向3-4 0228-55-2076

3382 建士 （一財）宮城県建築住宅センター 仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 022-262-0369

3383 建コ測建士 宮城県土地改良事業団体連合会 仙台市青葉区上杉二丁目2番8号 022-263-5811

3384 建士 宮城相扶㈱ 仙台市青葉区立町27番21号 022-265-2835

3385 建士 ㈲みやび建築工房 仙台市若林区荒町149番地1-202号 022-797-5890

3386 建コ測補コ
陸奥テックコンサルタント㈱仙台支
店 仙台市太白区長町六丁目13番2号 022-398-4575

3387 建コ測質 明治コンサルタント㈱仙台支店 仙台市泉区泉中央一丁目14番地の1 022-374-1191

3388 建コ補コ
㈱メイホーエンジニアリング仙台支
店 仙台市青葉区国分町三丁目11番5号 022-395-5882

3389 建コ建士
㈱安井建築設計事務所東京事務
所 東京都千代田区平河町一丁目3番14号 03-3261-1152

3390
建コ補コ質
測

八千代エンジニヤリング㈱北日本
支店 仙台市青葉区二日町1番23号 022-261-8344
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令和３・４年度競争入札参加資格承認簿（市外コンサル）

承認
番号

参加業種 名称 所在地 電話番号

3391 建コ建士 ㈱山下設計東北支社 仙台市青葉区錦町一丁目9番13号 022-225-4201

3392 建士 ㈱山下ＰＭＣ 東京都中央区明石町8番1号　聖路加タワー29階 03-6853-7700

3393
建コ測建士
補コ漏 ㈱ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目4番24号 03-6803-6221

3394 建士 ㈱豊建築事務所 東京都港区南青山一丁目15番14号 03-3404-3546

3395 建士補コ ㈱ユニオンリサーチ東京事務所 東京都港区芝大門一丁目2番1号 03-6402-4520

3396 建士 ㈱ユニバァサル設計 神奈川県相模原市南区旭町10番17号 042-744-1750

3397 建士
㈱横河建築設計事務所東北事務
所 仙台市青葉区中央三丁目2番1号 022-748-6171

3398 測 ㈱吉田建設宮城営業所 仙台市太白区富沢二丁目20番28号202 022-748-4855

3399 建コ質 ライト工業㈱東北統括支店 仙台市若林区荒井東一丁目3番地の1 022-295-6555

3400 建コ建士 ㈱ライフ計画事務所 東京都江東区亀戸六丁目58番12号 03-5626-4741

3401 補コ ㈱ランド・コンサルタント東北支店 仙台市青葉区国分町三丁目8番17号 022-217-9236

3402 建コ測建士 ランドブレイン㈱ 東京都千代田区平河町一丁目2番10号 03-3263-3811

3403 測 ㈱リックス 仙台市宮城野区岩切字三所北112番地1 022-396-2088

3404 建士 ㈱レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木五丁目58番1号 03-5453-3111

3405 建コ補コ質 若鈴コンサルタンツ㈱東北支店 仙台市青葉区五橋一丁目6番2号 022-265-6951

3406 測建コ ㈲和光測量設計社 大崎市古川江合寿町一丁目8番10号 0229-23-3901

3407 質 ㈱和田工業所 仙台市泉区泉ヶ丘二丁目11番6号 022-342-1810

3408 建コ測補コ ㈱渡工測量設計 栗原市築館源光4番45-2号 0228-22-5253
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