
令和５・令和６年度

番号 会社名 本社住所 委任先名

奈義町測量コンサルタント指名願有資格者名簿

1 株式会社阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町二丁目２番１２号 株式会社阿波設計事務所　岡山支店

2 株式会社丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町一丁目５番１８号

3 株式会社梓設計 東京都大田区羽田旭町10番11号 株式会社梓設計　関西支社

4 株式会社ウジョウ 岡山県岡山市北区東島田町一丁目5番20号 株式会社ウジョウ　真庭支店

5 オリジナル設計株式会社 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 オリジナル設計株式会社　岡山事務所

6 近畿技術コンサルタンツ株式会社 大阪府大阪市中央区谷町二丁目６番４号（谷町ビル） 近畿技術コンサルタンツ株式会社　岡山事務所

7 西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社 広島県広島市西区西観音町２番１号 西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社　岡山支店

8 株式会社サンリーク 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19番23号 株式会社サンリーク　広島営業所

9 倉測建設コンサルタント株式会社 岡山県倉敷市新田２５２７番地の６

10 株式会社ニシキ 岡山県津山市院庄1008番2

11 株式会社浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積１丁目２番２９号 株式会社浪速技研コンサルタント　中四国支店

12 株式会社建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号 株式会社建設技術研究所　岡山事務所

13 株式会社黒川建築設計事務所 岡山県岡山市南区新保１１８７番地の１

14 株式会社あい設計 広島県広島市東区上大須賀町１０番１６号 株式会社あい設計　岡山支社

15 株式会社アースライズカンパニー 岡山県岡山市北区玉柏２１９１番地

16 株式会社エーディーオー建築設計事務所 岡山県岡山市北区西古松西町5番6号

17 株式会社ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号

18 有限会社紀章企画一級建築士事務所 岡山県美作市下山８４５番地

19 株式会社極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田2丁目3番26号 株式会社極東技工コンサルタント　中四国支社

20 株式会社ノア技術コンサルタント 奈良県桜井市大字川合272番地の4 株式会社ノア技術コンサルタント　広島営業所

21 株式会社不二設計コンサルタント 大阪府柏原市安堂町1番29号大清ビル

22 日本インフラマネジメント株式会社 岡山県岡山市北区田益１３８８番地の７

23 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 東京都港区海岸三丁目20番20号ヨコソーレインボータワー ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　中・四国支店

24 株式会社ウエスコ 岡山県岡山市北区島田本町2丁目５番35号 株式会社ウエスコ　岡山支社

25 ランドブレイン株式会社 東京都千代田区平河町１丁目２番１０号 ランドブレイン株式会社　岡山事務所

26 株式会社アトラスワークス 東京都中央区日本橋二丁目１番１７号　丹生ビル２階

27 株式会社エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町３丁目１番２１号 株式会社エイト日本技術開発　中国支社

28 株式会社日水コン 東京都新宿区西新宿６丁目２２番１号 株式会社日水コン　岡山事務所

29 応用地質株式会社 東京都千代田区神田美土代町７番地 応用地質株式会社　岡山営業所

30 八千代エンジニヤリング株式会社 東京都台東区浅草橋5丁目20番8号 八千代エンジニヤリング株式会社　岡山事務所

31 株式会社リフォレスト 岡山県勝田郡勝央町平１２２５－６

32 株式会社サンワコン 福井県福井市花堂北１丁目７番２５号 株式会社サンワコン　岡山支店

33 株式会社ティーハウス建築設計事務所 兵庫県神戸市中央区元町通六丁目７番１０号５０３

34 株式会社宮﨑建築設計事務所 岡山県岡山市北区今２丁目５番３号

35 東洋コンサルタント株式会社 福岡県朝倉郡筑前町松延796番地37 東洋コンサルタント株式会社　岡山支店

36 株式会社三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島６丁目２番４０号 株式会社三水コンサルタント　岡山事務所

37 株式会社塩飽設計 岡山県笠岡市笠岡4110番地8

38 株式会社成和測量 岡山県美作市中山７５１番地の１０

39 株式会社アーキスコープ 岡山県岡山市北区問屋町２６番地の１０３

40 株式会社山陽設計 岡山県岡山市中区清水二丁目5番22号

41 大栄環境株式会社 大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号

42 三重中央開発株式会社 三重県伊賀市予野字鉢屋4713番地

43 備前グリーンエネルギー株式会社 岡山県備前市東片上39番6

44 株式会社　相互設計事務所 兵庫県三木市大村１１１４番地 株式会社　相互設計事務所　岡山営業所

45 株式会社猪子建築事務所 岡山県岡山市北区野田三丁目１１番２０号

46 株式会社やなぎ建築設計事務所 岡山県岡山市中区平井1091番地1

47 協同組合アゴラ 岡山県岡山市北区野田三丁目１１番２０号

48 大島技術コンサルタント株式会社 岡山県真庭市蒜山上福田８２９番地の１
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49 東和環境科学株式会社 広島県広島市中区舟入町６番５号 東和環境科学株式会社　岡山営業所

50 株式会社ベン建築設計 岡山県岡山市北区番町一丁目１番６号

51 株式会社サトウ設計 岡山県赤磐市稗田８４６－１

52 株式会社オリンピアコンサルタント 岐阜県大垣市小野四丁目40番地1 株式会社オリンピアコンサルタント　岡山営業所

53 株式会社シディック 岡山県津山市新野東５４５番地

54 株式会社アイ・サポート 岡山県岡山市北区芳賀5320番地2

55 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番36号 大和リース株式会社　岡山支店

56 三恭コンサルタント株式会社 岡山県岡山市北区花尻みどり町４番地の１２２

57 株式会社エスティマ 岡山県岡山市北区大供２丁目１３番８号

58 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 東京都江東区亀戸一丁目5番7号 基礎地盤コンサルタンツ株式会社　岡山支店

59 株式会社潮技術コンサルタント 奈良県香芝市瓦口2115番地 株式会社潮技術コンサルタント　岡山事務所

60 株式会社東洋技研 高知県高知市大津乙１９０２番地４

61 株式会社ＮＳＰ設計 広島県広島市中区東千田町２丁目９番５７号広電タワービル

62 株式会社　コスモ調査設計 岡山県岡山市北区下中野３２６番102

63 公益社団法人おかやまの森整備公社 岡山県津山市二宮１８４９番地２

64 株式会社ぎょうせい 東京都江東区新木場一丁目18番11号 株式会社ぎょうせい　中国支社

65 株式会社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番３号 株式会社日建技術コンサルタント　岡山事務所

66 株式会社なんば技研 岡山県倉敷市玉島長尾２１４番地の１ 株式会社なんば技研　津山支社

67 復建調査設計株式会社 広島県広島市東区光町２丁目１０番１１号 復建調査設計株式会社　岡山支社

68 株式会社荒谷建設コンサルタント 広島県広島市中区江波西１丁目２５番５号 株式会社荒谷建設コンサルタント　岡山支社

69 株式会社エフウォーターマネジメント 滋賀県大津市中央1丁目6番11号 株式会社エフウォーターマネジメント　岡山営業所

70 フジ地中情報株式会社 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 フジ地中情報株式会社　岡山支店

71 株式会社木村設計 岡山県岡山市北区野田３丁目１８番２０号

72 株式会社綜企画設計 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目30番5号 株式会社綜企画設計　岡山支店

73 西日本環境測定株式会社 岡山県津山市押入572番地の1

74 電気興業株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 電気興業株式会社　広島支店

75 株式会社日本総合科学 広島県福山市箕島町南丘３９９番地４６ 株式会社日本総合科学　岡山支所

76 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 大阪府大阪市北区同心１丁目７番１４号 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　岡山支店

77 株式会社塚本建築設計事務所 岡山県津山市戸島６３４番地の１８

78 日本工営株式会社 東京都千代田区麹町５丁目４番地 日本工営株式会社　岡山事務所

79 株式会社日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央1丁目17番9号

80 株式会社アクア美保 岡山県笠岡市入江３８２番地の１

81 株式会社昭和設計 大阪府大阪市北区豊崎四丁目１２番１０号

82 森山建設株式会社 岡山県津山市上横野４２３８番地

83 株式会社日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町三丁目６番14号 株式会社日本インシーク　岡山営業所

84 内外エンジニアリング株式会社 京都府京都市南区久世中久世町一丁目１４１番地 内外エンジニアリング株式会社　岡山営業所

85 株式会社　東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目7番1号霞が関東急ビル 株式会社　東京設計事務所　関西支社

86 川崎地質株式会社 東京都港区三田２丁目１１番１５号 川崎地質株式会社　中国支店

87 株式会社バイタルリード 島根県出雲市荻杼町２７４番地２

88 西部技術コンサルタント株式会社 岡山県岡山市北区問屋町６番地１０１

89 株式会社環境科学設計 岡山県倉敷市玉島阿賀崎２７７５番地の３

90 株式会社中央設計技術研究所 石川県金沢市広岡三丁目３番７７号　ＪＲ金沢駅西第一ＮＫビル７階 株式会社中央設計技術研究所　岡山事務所

91 日本エクスラン工業株式会社 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号 日本エクスラン工業株式会社 環境エンジニアリング事業部

92 株式会社ユー・デイ・デイ設計 岡山県岡山市南区泉田一丁目3番10号

93 アセス株式会社 岡山県津山市中北上１７３１番地の２

94 株式会社五星 香川県三豊市高瀬町下勝間６７０番地の１ 株式会社五星　岡山支店

95 株式会社安井建築設計事務所 大阪府大阪市中央区島町二丁目4番7号

96 株式会社エイテック 東京都渋谷区本町四丁目12番7号 株式会社エイテック 岡山営業所
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97 株式会社大建設計 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１３番２０号 株式会社大建設計　広島事務所

98 株式会社ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 株式会社ＮＪＳ　倉敷出張所

99 株式会社ＨＥＲ 兵庫県加西市網引町2001番地39

100 株式会社イ・エス・エス 東京都文京区小石川一丁目１番１７号

101 テクノス株式会社 岡山県久米郡美咲町原田３１６１番地の１４

102 いであ株式会社 東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号 いであ株式会社　岡山営業所

103 新光技術開発株式会社 岡山県岡山市中区西川原一丁目８番１８号

104 岡山県設備コンサルタント協同組合 岡山県岡山市北区島田本町1丁目6番34号

105 ＡＳロカス株式会社 千葉県千葉市中央区中央港1丁目22番7号

106 株式会社東和テクノロジー 広島県広島市中区広瀬北町3番11号 株式会社東和テクノロジー　岡山営業所

107 株式会社遠藤克彦建築研究所 東京都中央区日本橋堀留町1-9-6　堀留ゼネラルビル4F

108 株式会社都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西二丁目14番30号

109 株式会社創和設計 岡山県岡山市北区野田屋町２丁目１０番５号

110 フジテクノ有限会社 岡山県津山市田熊1786番地の3

111 株式会社都市工学コンサルタント 広島県広島市南区段原山崎二丁目2番17号

112 株式会社アークコンサルタント 岡山県津山市中北上1646番地

113 株式会社日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区南久宝寺町三丁目１番８号 株式会社日産技術コンサルタント　岡山事務所

114 株式会社綜合設計 岡山県岡山市北区今保１８５番地の８

115 公益財団法人岡山県健康づくり財団 岡山県岡山市北区平田４０８番地ー１

116 アジア航測株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目14番1号　新宿グリーンタワービル アジア航測株式会社　岡山営業所

117 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 パシフィックコンサルタンツ株式会社　岡山事務所

118 株式会社ＧＰＭＯ 香川県高松市木太町3396番地11 株式会社ＧＰＭＯ　岡山事務所

119 株式会社ＧＥＮ設計 岡山県岡山市北区京町１０番２号

120 株式会社オーエスエー 岡山県津山市戸脇494番地の7

121 株式会社オーライズ 岡山県岡山市北区平田１０２番地１０５（２Ｆ）

122 株式会社車田建築設計亊務所 広島県広島市中区大手町二丁目5番11号

123 安部良アトリエ一級建築士事務所 東京都港区元麻布2-5-19

124 ケイ・エム調査設計株式会社 広島県広島市西区三篠北町１６番１２号 ケイ・エム調査設計株式会社　岡山支店

125 株式会社アイ・ティー・シー 香川県高松市上林町309番地1

126 株式会社大広エンジニアリング 広島県広島市西区南観音七丁目13番14号

127 株式会社静環検査センター 静岡県藤枝市高柳２３１０番地 株式会社静環検査センター　岡山営業所

128 国際航業株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 国際航業株式会社　岡山営業所

129 エヌエス環境株式会社 東京都港区芝公園一丁目２番９号 エヌエス環境株式会社　中四国支店

130 興亜開発株式会社 東京都江東区新大橋1丁目8番2号 興亜開発株式会社　岡山営業所

131 株式会社エブリプラン 島根県松江市北陵町46番地6 株式会社エブリプラン岡山営業所

132 株式会社ＹＨＯ企画設備設計事務所 岡山県津山市山北５６０－４

133 土質工学株式会社 岡山県岡山市東区豊田195番地

134 株式会社アサヒ測量設計事務所 岡山県岡山市北区建部町川口１２５０番地の１

135 株式会社アーバン技研 岡山県津山市小田中1442番地9

136 中央開発株式会社 東京都新宿区西早稲田3丁目13番5号 中央開発株式会社　岡山支店

137 株式会社オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目7番1号 株式会社オオバ　岡山営業所

138 中日本建設コンサルタント株式会社 愛知県名古屋市中区錦一丁目8番6号 中日本建設コンサルタント株式会社　岡山事務所

139 株式会社日本都市工学設計 岡山県岡山市北区石関町１番９号

140 中電技術コンサルタント株式会社 広島県広島市南区出汐二丁目３番３０号 中電技術コンサルタント株式会社　岡山支社

141 株式会社福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 株式会社福山コンサルタント　岡山営業所

142 株式会社Ｔｅｔｏｒ 東京都新宿区神楽坂４丁目２番

143 株式会社エス技建 福岡県福岡市博多区住吉四丁目２７番３号－２０２

144 株式会社パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 株式会社パスコ　岡山支店
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145 株式会社内藤建築事務所 京都府京都市左京区田中大堰町１８２番地 株式会社内藤建築事務所　広島事務所

146 株式会社長大 東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目２０番４号 株式会社長大　岡山事務所

147 株式会社三弘建築事務所 兵庫県西宮市本町４番１６号

148 株式会社日成地質 岡山県岡山市北区大窪141

149 株式会社倉森建築設計事務所 岡山県岡山市北区丸の内一丁目９番３号

150 株式会社テクニコ 岡山県津山市上河原205番地の8

151 内海建設コンサルタント株式会社 岡山県岡山市北区北長瀬本町１３番５４号 内海建設コンサルタント株式会社　津山支店

152 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 愛知県名古屋市中区錦2丁目4番15号 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社　中国四国支社

153 株式会社東鳳電通設計事務所 青森県青森市青葉１丁目２番地１１

154 本位田一級建築士事務所 岡山県美作市壬生181

155 株式会社大和技術 岡山県岡山市北区奉還町１丁目３番１０号

156 桐井建築設計研究所 岡山県倉敷市茶屋町1660-5

157 株式会社石本建築事務所 東京都千代田区九段南四丁目6番12号 株式会社石本建築事務所　大阪オフィス

158 株式会社綜合企画 岡山県津山市椿高下108番地1

159 株式会社ゼンリン 福岡県北九州市小倉北区室町1丁目1番1号 株式会社ゼンリン　中四国支社

160 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目４番２０号 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社　岡山支店

161 広建コンサルタンツ株式会社 広島県福山市川口町１丁目７番３号 広建コンサルタンツ株式会社　岡山支店

162 有限会社ツジ建築設計事務所 岡山県津山市沼１０番地１６

163 キタイ設計株式会社 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦1030番地 キタイ設計株式会社　岡山事務所

164 株式会社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番７号 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング　中四国支社

165 株式会社高建総合コンサルタント 高知県四万十市駅前町2番3号

166 セントラルコンサルタント株式会社 東京都中央区晴海２丁目５番２４号 セントラルコンサルタント株式会社　倉敷営業所

167 日進測量株式会社 岡山県岡山市中区清水３６６番地の２

168 ニチレキ株式会社 東京都千代田区九段北４丁目３番２９号 ニチレキ株式会社　岡山営業所

169 株式会社大成コンサルタント 岡山県美作市明見355番地の1

170 ファナテック株式会社 岡山県美作市楢原下１０３２番地の２

171 株式会社和田デザイン事務所 岡山県津山市下高倉西５４９番地６３

172 昭和株式会社 東京都北区上中里１丁目１１番８号 昭和株式会社　岡山営業所

173 日本水工設計株式会社 東京都中央区勝どき3丁目12番1号 日本水工設計株式会社　岡山事務所

174 株式会社アサヒ地質研究所 岡山県岡山市南区新保1121番地2

175 株式会社アクアプランニング 岡山県岡山市北区野田三丁目11番35号

176 株式会社アースクレア 岡山県美作市湯郷３８７番地１

177 有限会社芦田設計 岡山県津山市津山口204番地の1

178 株式会社三井Ｅ＆Ｓテクニカルリサーチ 岡山県玉野市玉3丁目1番1号

179 廣澤測量設計株式会社 岡山県津山市南新座１２６番地
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