
（五十音順）

整理番号 商号又は名称 本　店　所　在

1 アークコンサル㈱ 青森市大字田茂木野字阿部野1-5

2 ㈲アーステック 青森市妙見一丁目13-16

3 ㈱アートシステム 秋田県秋田市山王五丁目15-33

4 ㈱アール･アイ･エー 東京都港区港南一丁目2-70

5 アール･エー･ビー開発㈱ 青森市第二問屋町三丁目2-35

6 ㈱ＩＮＡ新建築研究所 東京都文京区白山三丁目1-8

7 ㈱青島裕之建築設計室 東京都渋谷区神山町7-8

8 (公社)青森県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 青森市勝田一丁目1-15

9 青森県土地改良事業団体連合会 青森市本町二丁目6-19

10 (一社)青森県林業コンサルタント 青森市本町二丁目6-19

11 ㈲青森地盤研究所 青森市中佃三丁目13-9

12 青森ソイルリサーチ 青森市浪岡大字浪岡字稲村185-6

13 ㈲青森測量 青森市柳川二丁目3-35

14 ㈱アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目8-7

15 朝日航洋㈱ 東京都江東区新木場四丁目7-41

16 ㈲浅利建築設計事務所 平川市本町北柳田21-15

17 アジア航測㈱ 東京都新宿区西新宿六丁目14-1

18 ㈱梓設計 東京都大田区羽田旭町10-11

19 ㈱アルファ水工コンサルタンツ 北海道札幌市西区発寒9条14-516-336

20 ㈱イ・エス・エス 東京都文京区小石川一丁目1-17

21 ㈱石川設計 十和田市西二十二番町2-41

22 ㈱石本建築事務所 東京都千代田区九段南四丁目6-12

23 ㈱一測設計 岩手県一関市萩荘字竹際33-5

24 ㈱伊藤喜三郎建築研究所 東京都豊島区高田二丁目17-22

25 ㈱イビソク 岐阜県大垣市地築捨町3-102

26 ㈲内山建築設計事務所 青森市大字安田字近野100-5

27 ㈲ウッドサークル 東京都中央区日本橋人形町二丁目16-2

28 エイコウコンサルタンツ㈱ 八戸市大字長苗代字下亀子谷地11-2

29 エイト技術㈱ 八戸市城下二丁目9-10

30 ㈱エイト日本技術開発 岡山県岡山市津島京町三丁目1-21

31 ㈱エクラン一級建築士事務所 弘前市大字下鞘師町11

32 ㈱エックス都市研究所 東京都豊島区高田二丁目17-22

33 ㈱NHKテクノロジーズ 東京都渋谷区神山町4-14

34 エヌエス環境㈱ 東京都港区芝公園一丁目2-9

35 ㈱ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目1-1

36 ＮＴＣコンサルタンツ㈱ 愛知県名古屋市中区錦二丁目4-15

37 ㈲ＬＢＲ鑑定 弘前市大字大町三丁目4-14

38 ㈱遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町一丁目9-11　大鵬ビル4F

39 応用地質㈱ 東京都千代田区神田美土代町7

令和４年度　測量・建設コンサルタント等入札参加資格者名簿　(市外）
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40 ㈱オオタ測量設計 十和田市西二十二番町28-6

41 ㈱オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目7-1

42 奥山ボーリング㈱ 秋田県横手市神明町10-39

43 ㈱小野構造設計 青森県弘前市大字石渡三丁目12-32

44 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目12-1

45 オリジナル設計㈱ 東京都渋谷区元代々木町30-13

46 開成技術㈱ 弘前市大字大清水一丁目2-7

47 ㈱開発技研 青森市佃二丁目22-21

48 ㈱海洋調査センター 青森市赤坂一丁目46-11

49 ㈲筧建築設計事務所 黒石市吉乃町88

50 鹿島建設㈱ 東京都港区元赤坂一丁目3-1

51 ㈱カトー建築設計事務所 青森市自由ケ丘二丁目12-17

52 ㈱狩野尾建築設計事務所 青森市本町二丁目9-5

53 カメケンアーキテクト一級建築士事務所 青森市原別八丁目5-12

54 川崎地質㈱ 東京都港区三田二丁目11-15

55 ㈱川島隆太郎建築事務所 青森市花園一丁目6-11

56 ㈱環境科学研究所 北海道函館市西桔梗町28-1

57 ㈱環境技術研究所 大阪府大阪市阿波座一丁目3-15

58 ㈱環境工学 弘前市城東中央三丁目4-17

59 ㈱環境施設コンサルタント 東京都千代田区神田神保町一丁目44-2

60 ㈱環境デザイン研究所 東京港区六本木五丁目12-22

61 環境保全㈱ 平川市松崎西田41-10

62 管清工業㈱ 東京都世田谷区上用賀一丁目7-3

63 ㈱管総研 兵庫県尼崎市浜一丁目1-1

64 ㈱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6-8

65 ㈱技衡 青森市自由ケ丘一丁目16-1

66 基礎地盤コンサツタンツ㈱ 東京都江東区亀戸一丁目5-7

67 キタイ設計㈱ 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030

68 ㈱キタコン 弘前市大字宮川一丁目1-1

69 ㈱北日本朝日航洋 岩手県盛岡市門二丁目1-1

70 ㈲北日本鑑定 青森市千刈一丁目13-8

71 北村技術㈱ 弘前市大字神田四丁目1-21

72 ㈱キャデック 八戸市北白山台五丁目2-5

73 ㈱教育施設研究所 東京都中央区日本橋本町三丁目4-7

74 ㈱協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚一丁目62-11

75 (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4-6

76 ㈱近代設計 東京都千代田区鍛冶町一丁目9-16

77 ㈱空間文化開発機構 大阪府大阪市中央区大手前一丁目4-12

78 ㈱久慈設計 岩手県盛岡市紺屋町3-11
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79 ㈱久慈設計東日本 宮城県仙台市青葉区八幡五丁目3-11

80 ㈱楠山設計 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目3-16

81 ㈱工藤金正建築設計 弘前市大字城東北二丁目2-6

82 工藤建築設計事務所 黒石市大字横町1-5

83 ㈱熊澤建築設計事務所 青森市蛍沢四丁目20-4

84 ㈱久米設計 東京都江東区潮見二丁目1-22

85 ㈱グランド開発 青森市浪岡大字樽沢字村元517-1

86 ㈱ケイ・アーキテクツ 八戸市大字新井田字朴木沢14-28

87 ㈱ケー・シー・エス 東京都文京区小石川一丁目1-17

88 ㈱建設環境研究所 東京都豊島区東池袋二丁目23-2

89 ㈱建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町三丁目21-1

90 ㈱構造計画 宮城県仙台市青葉区本町三丁目5-22

91 ㈱江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩五丁目18-6

92 ㈱弘明技術 弘前市大字撫牛子四丁目1-2

93 ㈱興林 東京都台東区台東四丁目20-6

94 ㈱興和 八戸市大字尻内町字尻内河原65-1

95 ㈱興和 新潟県新潟市中央区新光町6-1

96 ㈱国際開発コンサツタンツ 東京都文教区小石川一丁目28-1

97 国際航業㈱ 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号

98 ㈱国土鑑定研究所 弘前市大字城東中央一丁目4-7

99 国土情報開発㈱ 東京都世田谷区池尻二丁目7－3

100 国土防災技術㈱ 東京都港区虎ノ門三丁目18-5

101 ㈱コサカ技研 八戸市大字長苗代字上碇田56-2

102 ㈱コンテック東日本 青森市大字野尻字今田91-3

103 ㈱サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目40-10

104 ㈲斎藤不動産鑑定事務所 弘前市大字元大工町35-4

105 ㈱盛総合設計 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目3-16

106 ㈱佐藤総合計画 東京都墨田区横網二丁目10-12

107 ㈲澤口建築設計事務所 弘前市大字茂森町176-3

108 ㈱三栄 十和田市東二十一番町1-1

109 ㈱三水コンサルタント 大阪市北区中之島六丁目2-40

110 ㈱ＳＵＮ総合 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目2-38

111 ㈱三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町35-16

112 ㈲三陽技研 青森市久須志四丁目19-33

113 三洋テクノマリン㈱ 東京都中央区日本橋堀留町一丁目3-17

114 ㈱三和技術 北津軽郡板柳町大字板柳字岡本15-15

115 ㈱三和技術コンサルタント 山形県村山市楯岡二日町7-21

116 ㈱ＣＰＣ 大阪府大阪市西区阿波座二丁目1-1

117 JR東日本コンサルタンツ㈱ 東京都品川区西品川一丁目1-1
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118 ㈱Ｊカンテイ 青森市橋本三丁目13-5-206

119 ジオ・サーチ㈱ 東京都大田区西蒲田七丁目37-10

120 (同)資産総合評価センター 青森市橋本三丁目13-5-206

121 システム企画設計㈱ 宮城県仙台市宮城野区東仙台五丁目21-67

122 ㈲下北測量 むつ市新町37-18

123 秀和設計コンサルタント㈱ つがる市木造浮巣97-2

124 昭和㈱ 東京都北区上中里一丁目11-8

125 ㈲食と地域・建築研究所 青森市安方二丁目9-20

126 ㈱シン技術コンサル 北海道札幌市白石区栄通二丁目8-30

127 新生測量計画㈱ 青森市卸町22-17

128 ㈱しんとう計測 青森市桂木四丁目6-23

129 ㈱新東洋技術コンサルタント 仙台市宮城野区大梶10-19

130 新日本設計㈱ 長野県長野市稲葉2561

131 ㈱森林テクニクス 東京都文京区後楽一丁目7-12

132 ㈱鈴木弘人設計事務所 宮城県仙台市青葉区八幡一丁目10-14

133 ㈱澄建築設計事務所 北海道函館市豊川町21-7

134 ㈱青建設計 三沢市松園町三丁目7-18

135 ㈱青秋 八戸市大字田面木字上田面木53-4

136 ㈲西門測量 つがる市木造福原中吉谷59-1

137 ㈱青林建設コンサルタント 弘前市大字撫牛子二丁目12-4

138 ㈱関・空間設計 宮城県仙台市青葉区本町二丁目1-8

139 セントラル技研㈱ 弘前市大字境関一丁目4-1

140 セントラルコンサルタント㈱ 東京都中央区晴海二丁目5-24

141 ㈱ゼンリン 北九州市小倉北区室町一丁目1-1

142 ㈱綜企画設計 東京都中央区蛎殻町一丁目30-5

143 ㈱総合不動産鑑定 青森市浪打一丁目3-14

144 ㈱相和技術研究所 東京都品川区上大崎二丁目18-1

145 ㈱測地コンサルシステム 青森市浜館一丁目5-2

146 ㈲第一地質 弘前市大字小沢字御笠見55-1

147 ㈱大建設計 大阪府大阪市西区京町堀一丁目13-20

148 ㈱大成コンサル 弘前市大字取上五丁目12-7

149 大泉開発㈱ 青森市浪館前田四丁目10-25

150 大日本コンサルタント㈱ 東京都千代田区神田練塀町300

151 ㈱ダイヤコンサルタント 東京都千代田区神田練塀町300

152 ㈱たいら山口設計 青森市栄町一丁目15-12

153 ㈲大和コンサルタント 黒石市追子野木一丁目488-1

154 大和リース㈱ 大阪市中央区農人橋二丁目1-36

155 ㈱タックエンジニアリング 岩手県盛岡市津志田西二丁目3-20

156 ㈱舘建設コンサルタント 八戸市売市二丁目1-25
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157 ㈱谷澤総合鑑定所 大阪府大阪市北区中之島二丁目2-7

158 玉野総合コンサルタント㈱ 愛知県名古屋市東区東桜二丁目17-14

159 ㈱ちば不動産鑑定事務所 弘前市大字早稲田三丁目8-1

160 中央開発㈱ 東京都新宿区西早稲田三丁目13-5

161 中央建鉄㈱ 東京都新宿区高田馬場二丁目2-13

162 ㈲中央設計 弘前市大字外崎四丁目3-10

163 中央復建コンサルタンツ㈱ 大阪府大阪市東淀川区東中島四丁目11-10

164 ㈱長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目20-4

165 ㈱千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目6

166 ㈱通電技術 北海道札幌市白石区平和通二丁目11-20

167 ㈲津内口設計 八戸市内丸二丁目1-16

168 鶴水ボーリング㈱ 北津軽郡鶴田町大字鶴田字小泉329-1

169 ㈱テクノ長谷 宮城県仙台市青葉区支倉町2-10

170 ㈱てる設計 弘前市大字末広四丁目3-1

171 ㈱東英 つがる市木造朝日4

172 ㈲東奥不動産鑑定事務所 青森市桜川六丁目19-7

173 ㈲東海不動産鑑定センター 八戸市柏崎四丁目1-8

174 ㈱東京建設コンサルタント 東京都豊島区北大塚一丁目15-6

175 ㈱東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目7-1

176 ㈱東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘二丁目11-16

177 ㈱東光コンサルタンツ 東京都豊島区東池袋四丁目41-24

178 東信技術㈱ つがる市木造千代町100-1

179 東創プランニング(合) 弘前市大字上鞘師町11-1

180 東邦技術㈱ 秋田県大仙市大曲丸子町2-13

181 東北エンジニアリング㈱ 岩手県盛岡市月が丘二丁目8-12

182 東北建設コンサルタント㈱ 弘前市大字城東五丁目7-5

183 東北測量㈱ 青森市大字石江字三好167-3

184 東北ボーリング㈱ 仙台市若林区六丁の目元町6-8

185 東洋技研コンサルタント㈱ 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目14-11

186 ㈱東洋設計事務所 東京都文京区本郷三丁目6-6

187 東陽測量設計㈱ 十和田市東二十二番町22-41

188 ㈱ドーコン 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目4-1

189 ㈱トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町一丁目13-3

190 ㈲トーハイ 弘前市大字徳田町30-1

191 ㈱東鳳電通設計事務所 青森市青葉一丁目2-11

192 ㈱都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13-5

193 ㈱土木技研 岩手県盛岡市津志田南二丁目16-20

194 ㈱トリアド工房 東京都八王子市大塚636-2

195 内外エンジニアリング㈱ 京都市南区久世中久世町一丁目141
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196 ㈱中嶋五郎設計事務所 青森市長島四丁目2-18

197 中日本建設コンサルタント㈱ 愛知県名古屋市中区錦一丁目8-6

198 ㈱中庭測量コンサルタント 東京都大田区大森中一丁目2-26

199 ㈱ナカノアイシステム 新潟県新潟市中央区鳥屋野432

200 ㈲ナスカ 東京都新宿区戸山三丁目15-1

201 ニチレキ㈱ 東京都千代田区九段北四丁目3-29

202 ㈱日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目4-3

203 ㈱日研工営 青森市佃二丁目1-10

204 ㈱日産技術コンサルタント 大阪市中央区大手前一丁目2-15

205 ㈱日新技術コンサルタント 東京都中央区日本橋堀留町一丁目5-7

206 ㈱日水コン 東京都新宿区西新宿六丁目22-1

207 ㈱日総建 東京都渋谷区幡ケ谷一丁目34-14

208 ㈱日測コンサルタント 青森市栄町一丁目1-2

209 ㈱日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目6-14

210 (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

211 日本工営㈱ 東京都千代田区麹町5-4

212 ㈱日本水工コンサルタント 埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目50

213 日本水工設計㈱ 東京都中央区勝どき三丁目12-1

214 日本水道管路㈱ 東京都中央区晴海三丁目13-1-4923

215 ㈱日本水道設計社 東京都千代田区三番町1

216 日本測地設計㈱ 東京都新宿区高田馬場三丁目23-6

217 日本地下水開発㈱ 山形県山形市大字松原777

218 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1-14

219 ㈱二本柳慶一建築研究所 北海道函館市杉並町4-23

220 ㈱ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東二丁目3-20

221 ㈱野上土木 北津軽郡中泊町大字高根字小金石1367-2

222 ㈱乃村工藝社 東京都港区台場二丁目3-4

223 ハートエンジニアオフィス㈲ 青森市赤坂二丁目1-22

224 パシフィックコンサルタンツ㈱ 東京都千代田区神田錦町三丁目22

225 ㈱パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目7-1

226 ㈱八光コンサルタント 青森市大字三内字丸山394-106

227 ㈱八州 東京都江東区木場五丁目8-40

228 ㈱針生承一建築研究所 仙台市青葉区上杉一丁目10-25-501

229 ㈱東日本エンジニアリング 福島県福島市南中央三丁目13-3

230 東日本総合計画㈱ 埼玉県さいたま市大宮区一丁目11-5

231 ㈱弘測コンサル 弘前市大字大浦町5-5

232 (合)福士晴也建築設計事務所 青森市千刈一丁目19-53

233 ㈱福山コンサルタント 福岡市博多区博多駅東三丁目6-18

234 ㈱fukuro 弘前市大字清野袋二丁目9-5
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235 フジ地中情報㈱ 東京都港区海岸三丁目20-20

236 ㈱復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目7-25

237 ㈱プレック研究所 東京都千代田区麹町三丁目7-6

238 ㈱北青計測 青森市大字駒込字月見野365-2

239 北海道地図㈱ 北海道旭川市台場一条二丁目1-6

240 ㈱増川プロジェクト技建 黒石市追子野木一丁目162-1

241 ㈱まちづくり計画設計 北海道札幌市中央区南一条西五丁目17-2

242 ㈱マック 青森市久栗坂字久栗坂山1-425

243 ㈱松下設計 埼玉県さいたま市中央区上落合一丁目8-12

244 ㈱松田平田設計 東京都港区元赤坂一丁目5-17

245 ㈱松野総合建築事務所 青森市大字安田字近野410-1

246 ㈱マリンテクノサービス 宮城県仙台市泉区八乙女中央一丁目6-15

247 ㈱丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目5-41

248 ㈱三上建築事務所 茨城県水戸市大町三丁目4-36

249 三上設計㈲ 弘前市大字田町四丁目13-1

250 ㈱三木設計事務所 秋田県秋田市川元松丘町2-14

251 ㈱みちのく鑑定事務所 青森市中央一丁目3-1

252 ㈱みちのく計画 青森市浜館一丁目14-3

253 ㈲みちのくボーリングﾞ 黒石市大字袋字富山60-49

254 三井共同建設コンサルタント㈱ 東京都品川区大崎一丁目11-1

255 ㈱三橋設計 東京都千代田区内神田一丁目2-8

256 明治コンサルタント㈱ 北海道札幌市中央区南七条西一丁目21-1

257 ㈱八洲建築設計事務所 青森市松原三丁目14-13

258 ㈱安井建築設計事務所 大阪府大阪市中央区島町２丁目4-7

259 八千代エンジニヤリング㈱ 東京都台東区浅草橋五丁目20-8

260 ㈱山下設計 東京都中央区日本橋小網町6-1

261 ㈱横河建築設計事務所 東京都品川区上大崎二丁目25-2

262 ライト工業㈱ 東京都千代田区九段北四丁目2-35

263 ランドブレイン㈱ 東京都千代田区平河町一丁目2-10

264 若鈴コンサルタンツ㈱ 愛知県名古屋市西区中小田井五丁目450
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