入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

516 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 アアク設計

所在地
電話番号

代表者名
畑 淳一
代表取締役
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本社住所（委託のみ表示）

兵庫県宝塚市野上1丁目2番7号
0797-71-0432

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）
195 県内

株式会社 アースクレア
兵庫支店

芳野 友昭
兵庫支店長

兵庫県加東市北野343-4
0795-21-9022

岡山県美作市湯郷387-1

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

215 県内

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

株式会社 アーバンクリエイト

玉利 正人
代表取締役

兵庫県川西市久代1丁目23-16
072-759-3666

株式会社 アーバンパイオニア設計
兵庫営業所

佐藤 三登晴
所長

兵庫県三田市あかしあ台3丁目6番3号
079-501-8800

測量一般（測量）
395 準市

大阪府大阪市北区末広町3番
3号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

測量一般（測量）

307 県外

株式会社 アール・アイ・エー
大阪支社

都市計画（土木コンサル）
162 県外

株式会社 ＩＡＯ竹田設計

意匠（建設コンサル）
358 県外

意匠（建設コンサル）

大阪府大阪市北区堂山町3番3号
06-6312-9154

東京都港区港南二丁目12番
26号

建築一般（建設コンサル）
金峰 鐘大
代表取締役社長

大阪府大阪市西区西本町1丁目4番1号
06-6532-8700

北 伸一朗
支社長

大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目5番33号
06-6399-2171

建築一般（建設コンサル）
株式会社 ＩＮＡ新建築研究所
西日本支社

環境アセスメント（土木コンサル）
129 県外

都市再開発（土木コンサル）

奥村 雅一
支社長

都市計画（土木コンサル）

株式会社 アイ・エフ建築設計研究所
建築一般（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）
吉羽 逸郎
代表取締役

大阪府大阪市中央区船越町1丁目3番4号
06-6947-5953

東京都文京区白山３丁目 1-8

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

11 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 アイコン

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

所在地
電話番号

代表者名
松本 啓司
代表取締役
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本社住所（委託のみ表示）

兵庫県姫路市飾磨区都倉1丁目103番地
079-234-8188

道路設計（土木コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）
90 県外

株式会社 あい設計

三谷 学

大阪支社

支社長

大阪府大阪市北区西天満5丁目1番9号 大和地所南森町ビ 広島県広島市東区上大須賀
ル2F
町10番16号
06-6366-0241

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

99 県外

株式会社 アイプラス設計事務所

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

486 県内

株式会社 アイム

河川砂防（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

135 県外

株式会社 茜建築設計事務所

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

構造（建設コンサル）
26 県内

調査（建設コンサル）
株式会社 アクアプランニング
兵庫営業所

ポンプ場設計（土木コンサル）

米田 啓一
代表取締役

大阪府大阪市中央区常盤町1丁目4番12号
06-6910-1203

建築一般（建設コンサル）
宅見 幸次
代表取締役

構造（建設コンサル）
兵庫県美方郡香美町小代区城山68番地
0796-97-3161

農業土木（土木コンサル）
笹川 哲士
代表取締役

調査（建設コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

航空測量（測量）

大阪府池田市満寿美町1-7
072-751-8316

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

田中 潤
所長

兵庫県川西市見野3-14-50
072-794-5801

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

岡山県岡山市北区野田3丁目
11番35号
建築一般（建設コンサル）

測量一般（測量）
23 県内

株式会社 アクセス
兵庫営業所

航空測量（測量）
408 県外

測量一般（測量）
株式会社 アクタス

田中 充
所長

兵庫県姫路市勝原区熊見459番37号
079-230-0065

奈良県北葛城郡広陵町大字
中139番地8、141番地4

地図の調整（測量）
髙橋 正敏
代表取締役

大阪府大阪市北区西天満5丁目6番10号
06-6312-2771

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

465 県内

業者名
株式会社 アクト音響振動調査事務所
神戸営業所

振動調査（その他調査等）
304 県内

航空測量（測量）
麻建築工房

意匠（建設コンサル）
39 県内

所在地
電話番号

代表者名
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本社住所（委託のみ表示）

野田 賢次
所長

兵庫県神戸市中央区雲井通2丁目1番6-1108号
078-231-3001

大阪府大阪市淀川区西中島4
丁目6番29号

白樫 淳
所長

兵庫県加古郡稲美町中村540-73
079-492-9989

大阪府大阪市西区京町堀１丁
目10番14号

騒音調査（その他調査等）

株式会社 アコード
神戸営業所

造園（土木コンサル）
518 県内

作成日：令和02年03月31日

測量一般（測量）
岸本 麻衣子
代表

建築一般（建設コンサル）
朝日航洋 株式会社
神戸支店

地図の調整（測量）
兵庫県明石市林崎町3-486-15
078-955-4460

調査（建設コンサル）
坪井 健次
支店長

兵庫県神戸市中央区栄町通6丁目1番21号
078-360-1351

東京都江東区新木場四丁目7
番41号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

不動産鑑定（補償コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）
298 県内

株式会社 朝日コンサル

竹内 敏雄
代表取締役

兵庫県小野市本町52番地の9
0794-63-6491

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

459 県内

アサヒコンサルタント 株式会社
神戸営業所

谷口 由紀夫
所長

兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1150-2-201号
078-995-5466

鳥取県鳥取市千代水4丁目28
番地

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

240 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 朝日測量設計事務所

所在地
電話番号

代表者名
山口 太一
代表取締役

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県姫路市神屋町3-44
079-289-0115

河川砂防（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

340 県内

アジア航測 株式会社
神戸支店

柿崎 豊
支店長

兵庫県神戸市中央区磯辺通三丁目2番11号
078-230-0950

東京都新宿区西新宿6丁目14
番1号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

調査（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）
461 県外

水質調査（その他調査等）

株式会社 アズクリエイト

道路設計（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

騒音調査（その他調査等）
塩崎 幸生
代表取締役
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京都府舞鶴市字浜312
0773-64-5559

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）
249 県外

株式会社 梓設計

菅根 義明

関西支社

常務執行役員支社長

大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番90号 梅田ｽｶｲﾋﾞﾙｶﾞｰﾃﾞ 東京都大田区羽田旭町10番
ﾝﾌｧｲﾌﾞ
11号
06-6450-1771

スポーツ施設設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

299 県内

アセス 株式会社
姫路支店

田村 汎史
支店長

兵庫県姫路市網干区北新在家139-2
079-271-3772

岡山県津山市中北上1731番
地の2

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

261 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 アルト舎

所在地
電話番号

代表者名
中 利住
代表取締役

本社住所（委託のみ表示）

奈良県葛城市忍海437-32
0745-51-3456

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）
79 県内

有限会社 アルファ建築設計

建築一般（建設コンサル）
493 県外
意匠（建設コンサル）
構造（建設コンサル）
160 県内
航空測量（測量）
97 県外

長谷 俊秀
取締役

兵庫県尼崎市東園田町4丁目148番地の24
06-6492-0448

瀬尾 忠治
代表取締役

大阪府大阪市浪速区元町2丁目2番12号
06-6631-8837

調査（建設コンサル）

株式会社 阿波設計事務所
衛生（建設コンサル）
調査（建設コンサル）
安西工業 株式会社

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

清水 章弘
代表取締役

兵庫県神戸市西区上新地三丁目3番1号
078-967-5530

株式会社 イ・エス・エス

西谷 保
代表取締役

東京都文京区小石川一丁目1番17号
03-3813-6817

株式会社 Ｅ＆Ｓエンジニアリング

瀬戸 克美
代表取締役社長

大阪府大阪市港区市岡元町3丁目7番10号
06-6585-3020

測量一般（測量）

その他の業務（その他）
443 県外
衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

42 県外
測量一般（測量）
329 県外
造園（土木コンサル）

有限会社 井伊測量設計事務所

構造（建設コンサル）

井伊 圭一郎
代表取締役

大阪府吹田市江坂町3丁目22番23号
06-6384-0997

忽那 裕樹
代表取締役

大阪府大阪市中央区南船場1-9-1
06-4964-5151

地図の調整（測量）
株式会社 Ｅ－ＤＥＳＩＧＮ
都市計画（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）
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調査（建設コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

382 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

イープラン一級建築士事務所

所在地
電話番号

代表者名
髙山 亮大
代表

頁：6/76

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県相生市青葉台8番21号
0791-22-3112

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

地質調査（地質調査）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

506 県外

株式会社 池下設計

岡本 弘

大阪事務所

所長

意匠（建設コンサル）
136 県内

建築一般（建設コンサル）

大阪府大阪市西区西本町一丁目3番15号 大阪建大ビル4
階
06-6535-4711

東京都杉並区阿佐谷南一丁
目17番18号

調査（建設コンサル）

株式会社 勇コンサルタンツ

永本 康子
代表取締役

兵庫県神戸市兵庫区入江通1丁目1番15号
078-652-3330

株式会社 井沢設計
神戸営業所

柳田 佳宏
所長

兵庫県神戸市兵庫区中道通9丁目2-5
078-579-8390

地質調査（地質調査）
32 県内

大阪府八尾市南小阪合町58-30

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

524 県外

株式会社 石居設計

石居 宏氏
代表取締役

滋賀県彦根市野瀬町37番1号
0749-26-5688

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

383 県外

株式会社 石本建築事務所

谷口 嘉彦

大阪オフィス

オフィス代表

大阪府大阪市中央区南本町2-6-12 サンマリオンＮＢＦタワ
ー
06-6251-7507

東京都千代田区九段南四丁
目6番12号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

457 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 板垣建築事務所

所在地
電話番号

代表者名
板垣 美一
代表取締役

本社住所（委託のみ表示）

大阪府大阪市浪速区日本橋東2丁目9番16号
06-6633-7535

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

365 県外

株式会社 市浦ハウジング＆プランニング
大阪支店

区画整理（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

491 県内

株式会社 一壽総合設計 神戸本店

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

構造（建設コンサル）
389 県内

調査（建設コンサル）
いであ 株式会社
神戸営業所

田中 純一
専務取締役支店長

大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号
06-6361-8480

都市計画（土木コンサル）
藤本 恒也
代表取締役社長

都市再開発（土木コンサル）

東京都文京区本郷1-28-34
意匠（建設コンサル）

兵庫県神戸市西区秋葉台1丁目3番19号
078-995-1161

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

向井 一聡
所長

頁：7/76

兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目1番1号
078-360-1711

東京都世田谷区駒沢三丁目
15番1号

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

339 県外

株式会社 伊藤喜三郎建築研究所
大阪支店

浅野 賢治
大阪支店長

大阪府大阪市中央区北浜一丁目1番10号
06-6231-0877

東京都豊島区高田二丁目17
番22号

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

432 県内

井上不動産鑑定事務所

井上 輝芳
代表

兵庫県神戸市北区大池見山台14番161号
078-907-6688

村上 真仁
営業所長

兵庫県神戸市中央区東川崎町7丁目2番9号101号
078-652-8480

不動産鑑定（補償コンサル）
397 県内

株式会社 イビソク
兵庫営業所

岐阜県大垣市築捨町3丁目
102番地

ポンプ場設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

313 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 いるか設計集団

所在地
電話番号

代表者名
重村 桂子
代表取締役

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目1番5号
078-332-4902

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

414 県内

株式会社 インテコ
兵庫営業所

平塚 和身
所長

兵庫県神戸市東灘区御影塚町2丁目26-6
078-821-5066

奈良県奈良市三条本町1番
86-4

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

地質調査（地質調査）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

交通調査（その他調査等）
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大気調査（その他調査等）
489 県内

株式会社 ウィルコン

河川砂防（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

210 県内

株式会社 ウエスコ
神戸支店

井垣 英彦
代表取締役

兵庫県姫路市広畑区西蒲田724-13
079-280-2050

農業土木（土木コンサル）
大畑 実
支店長

航空測量（測量）
兵庫県神戸市中央区生田町2丁目2番2号
078-252-2552

測量一般（測量）
岡山県岡山市北区島田本町2
丁目5番35号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

474 県内

株式会社 ウエスト建設コンサルタント

佐藤 和志
代表取締役

兵庫県姫路市飾西60番地の2
079-267-1212

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

438 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 ヴェネックス

所在地
電話番号

代表者名
中尾 康彦
代表取締役

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県養父市大屋町大屋市場4番地
079-669-1781

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

17 県内

株式会社 ウォーターエージェンシー
姫路営業所

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）
70 県内

株式会社 魚崎設計

後藤 俊浩
営業所長

兵庫県姫路市飾磨区三宅1丁目152番地
079-224-0122

東京都新宿区東五軒町3-25

上水道設計（土木コンサル）
魚崎 高広
代表取締役

兵庫県姫路市田寺1丁目2-7
079-298-0133

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

179 県内

株式会社 潮技術コンサルタント
兵庫事務所
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古川 秀彦
所長

兵庫県神戸市西区狩場台1丁目22番6号
078-990-5570

奈良県香芝市瓦口2115番地

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

187 県外
衛生（建設コンサル）
132 県内
測量一般（測量）

株式会社 潮設備コンサルタント
機械設備積算（建設コンサル）
株式会社 ウジョウ
兵庫支店
地図の調整（測量）

有澤 正男
代表取締役
電気（建設コンサル）
井上 由温
支店長

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目18番35号
06-6441-0439
電気設備積算（建設コンサル）
兵庫県多可郡多可町八千代区大和915-22
0795-38-0757

冷暖房（建設コンサル）
岡山県岡山市北区東島田町
1-5-20

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

54 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 内山測量設計

所在地
電話番号

代表者名
内山 恭昌
代表取締役
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本社住所（委託のみ表示）

兵庫県加西市山田町136番地
0790-45-0807

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

47 県内

株式会社 浦野設計
関西支社神戸事務所

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

構造（建設コンサル）
226 県外

調査（建設コンサル）
株式会社 浦辺設計

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

構造（建設コンサル）
251 県内

調査（建設コンサル）
株式会社 ＨＥＲ

振動調査（その他調査等）
472 県内

水質調査（その他調査等）

株式会社 エイテック
西日本支社

庄 幸雄
取締役所長

兵庫県神戸市灘区天城通7-1-30-303
078-802-8061

愛知県名古屋市西区八筋町
90番地

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

西村 清是
代表取締役

大阪府大阪市中央区北浜二丁目1-26 北浜松岡ビル内
06-6220-0101

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

芝本 忠雄
代表取締役
騒音調査（その他調査等）
吉本 智彦
支社長

兵庫県加西市網引町2001番地39
0790-49-3220
大気調査（その他調査等）
兵庫県尼崎市御園町24番地
06-4869-3321

東京都渋谷区本町四丁目12
番7号

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

調査（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

256 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 エイト日本技術開発
神戸支店

所在地
電話番号

代表者名
島瀬 喜登
支店長

頁：11/76

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号
078-569-0020

岡山県岡山市北区津島京町3
丁目1番21号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

不動産鑑定（補償コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

131 県外

株式会社 栄和設計事務所

川野 達彦
取締役社長

大阪府大阪市福島区福島5丁目17番21号
06-6452-1651

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

117 県内

株式会社 エーアンドディー設計企画

山田 正人
代表取締役

兵庫県神戸市中央区下山手通4-6-13 エクセル山手6階
078-391-7038

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

291 県内

株式会社 エース

森山 誠

兵庫営業所

所長

兵庫県神戸市北区日の峰1丁目17番地 レックス神戸北町
101号
078-582-3168

京都府京都市下京区七条通
木屋町上る大宮町205番地

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）
335 県外

株式会社 エス・ジー都市経営

森田 耕二
代表取締役

大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1-301
06-6966-3016

岡屋敷 豊
代表取締役

大阪府大東市三箇4丁目18-18
072-871-1065

都市再開発（土木コンサル）
392 県外

エスク 株式会社

水質調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

198 県内

業者名
株式会社 エスディーネットワーク

意匠（建設コンサル）
370 県外

建築一般（建設コンサル）
株式会社 ＳＰフォーラム

意匠（建設コンサル）
14 県外

都市景観（土木コンサル）

株式会社 エヌ・イーサポート
神戸営業所

環境アセスメント（土木コンサル）

測量一般（測量）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

401 県内

所在地
電話番号

代表者名
谷内 俊文
代表取締役
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本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市須磨区大田町1丁目3-26
078-733-6542

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

江川 克之
代表取締役

東京都港区西新橋三丁目23番5号
03-3433-5651

青野 肇
支店長

大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9番1号
06-6195-7464

建築一般（建設コンサル）
株式会社 エックス都市研究所
大阪支店

環境アセスメント（土木コンサル）
480 県内

作成日：令和02年03月31日

エヌ・ティ・ティ・インフラネット 株式会社
兵庫支店

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）
西村 文幸
所長

その他の業務（その他）
兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目1番8号
078-862-5271

交通調査（その他調査等）
大森 昌弘
支店長

東京都豊島区高田2丁目17番
22号

振動調査（その他調査等）
兵庫県神戸市中央区小野柄通4丁目1番14号
078-265-6556

橋梁設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

広島県広島市西区己斐本町3
丁目13番16号
水質調査（その他調査等）
東京都中央区東日本橋1丁目
8番1号
都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）
403 県内

株式会社 エヌイーエス
兵庫事務所

下水道設計（土木コンサル）
393 県外

河川砂防（土木コンサル）

エヌエス環境 株式会社
西日本支社

山﨑 正芳
所長

兵庫県神戸市中央区布引町二丁目1番7号
078-200-4543

橋梁設計（土木コンサル）
髙橋 幾郎
支社長

大阪府大阪市北区浪花町14
番25号

道路設計（土木コンサル）
大阪府吹田市垂水町2-36-27
06-6310-6222

東京都港区芝公園1-2-9

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

391 県外

株式会社 ＮＪＳ
大阪総合事務所

栗原 清
所長

大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号
06-7177-0180

東京都港区芝浦一丁目1番1
号

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

水質調査（その他調査等）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

73 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

ＮＴＣコンサルタンツ 株式会社
兵庫営業所

所在地
電話番号

代表者名
西川 武志
所長

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市西区井吹台東町五丁目26番4号
078-990-1295

愛知県名古屋市中区錦二丁
目4番15号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

水質調査（その他調査等）

98 県外

株式会社 エネ・グリーン
大阪支社

福原 正之
支社長

大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番20号
06-4862-7591

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

419 県内

株式会社 エハラ

大西 由紀子

神戸営業所

所長

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

測量一般（測量）

91 県内

株式会社 エフウォーターマネジメント
兵庫事務所

宮城県仙台市青葉区二日町
10番20号
建築積算（建設コンサル）

兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目3番地の2 森長ビル3
階
078-304-7901

ポンプ場設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）
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大阪府東大阪市永和2丁目13
番9号

道路設計（土木コンサル）

交通調査（その他調査等）
山時 隆治
所長

兵庫県姫路市土山7丁目7-15番地 （第2高田ビル2F）
079-295-7132

滋賀県大津市中央1丁目6番
11号

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

水質調査（その他調査等）

431 県内

株式会社 エルクコンサルタント

河野 陽子
代表取締役

兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目2番9号
078-222-2108

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

260 準市

有限会社 エルデ企画
三田営業所

航空測量（測量）
412 県内

測量一般（測量）
株式会社 エルテック

水質調査（その他調査等）
西村 裕美
営業所長

兵庫県三田市藍本80-1
079-506-0392

兵庫県丹波篠山市池上26818

地図の調整（測量）
中務 雅之
代表取締役

兵庫県姫路市北条永良町246番地
079-225-5678

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

補償土地評価（補償コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

347 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 エンタコンサルタント

所在地
電話番号

代表者名
園田 純也
代表取締役
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本社住所（委託のみ表示）

兵庫県西脇市西脇205
0795-22-2219

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）
107 県外

株式会社 遠藤克彦建築研究所

意匠（建設コンサル）
4 県外

東京都港区浜松町1-9-11 大鵬ビル4F
03-6435-9171

遠藤 剛生
代表取締役

大阪府大阪市北区紅梅町3番4号
06-6356-1250

中嶋 亘
所長

兵庫県三田市大原695-6
079-563-0611

建築一般（建設コンサル）
株式会社 遠藤剛生建築設計事務所

意匠（建設コンサル）
274 準市

遠藤 克彦
代表取締役

建築一般（建設コンサル）
扇コンサルタンツ 株式会社
三田営業所

兵庫県神戸市東灘区御影塚
町2丁目20番20号 向山ﾋﾞﾙ2階

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

416 県外

測量一般（測量）

応用技術 株式会社

船橋 俊郎
代表取締役

環境アセスメント（土木コンサル）
3 県内

都市計画（土木コンサル）

大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービ
ル
06-6373-0440

調査（建設コンサル）

応用地質 株式会社

北﨑 雄一

神戸営業所

営業所長

兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センタ
－ビル4階401号
078-252-2108

東京都千代田区神田美土代
町7番地

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

314 県内

大阪エンジニアリング 株式会社
兵庫支店

森 美雅
支店長

兵庫県尼崎市金楽寺町1丁目2番10号-1205
06-4868-9310

不動産鑑定（補償コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

大阪府大阪市西区九条南218-16
補償土地調査（補償コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

66 県外

業者名
株式会社 大阪水道工業会研究所

下水道設計（土木コンサル）
35 県外

作成日：令和02年03月31日

上水道設計（土木コンサル）

株式会社 大阪水道総合サービス

所在地
電話番号

代表者名
中村 篤二
代表取締役
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本社住所（委託のみ表示）

大阪府大阪市北区天神橋三丁目6番26号
06-6358-5430

測量一般（測量）
山野 一弥
代表取締役

大阪府大阪市阿倍野区旭町一丁目2番7号
06-6633-1100

魚本 崇
代表取締役

兵庫県養父市八鹿町八鹿1264番11号
079-662-3156

上水道設計（土木コンサル）
273 県内

株式会社 オーシスマップ

河川砂防（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

294 県内

有限会社 大田建築事務所

営業・特種補償（補償コンサル）
246 県内

機械工作物（補償コンサル）

有限会社 太田ジオリサーチ

大田 範幸
代表取締役
事業損失（補償コンサル）
太田 英将
代表取締役

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

151 県内

株式会社 オオバ
神戸営業所

兵庫県尼崎市西難波町4丁目6-35
06-6482-5708

奥村 朋久
所長

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

兵庫県西宮市すみれ台3丁目1番地
078-907-3120
道路設計（土木コンサル）
兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目1番8号
078-251-3207

農業土木（土木コンサル）
東京都千代田区神田錦町3丁
目7番1号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

調査（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

149 県外

株式会社 小笠原設計

辻 英明
代表取締役

大阪府大阪市中央区北浜東2丁目19番
06-6944-1468

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

9 県内
測量一般（測量）

有限会社 岡田測量設計
交通調査（その他調査等）

岡田 一信
代表取締役

兵庫県加西市青野町419
0790-45-1141

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

106 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 小河建築設計事務所

所在地
電話番号

代表者名
瓜生田 尚彦
代表取締役

大阪府大阪市中央区瓦町3丁目3番7号 瓦町KTビル
06-4708-8001

株式会社 オキココーポレーション

古川 英輔
代表取締役

大阪府大阪市北区国分寺1丁目3番4号
06-6881-1788

株式会社 小野設計

大西 久樹
代表取締役

兵庫県姫路市神子岡前1丁目2番1号神子岡エイト
079-292-1234
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本社住所（委託のみ表示）

建築一般（建設コンサル）
37 県外
地質調査（地質調査）
289 県内
意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

構造（建設コンサル）
440 県内

調査（建設コンサル）
株式会社 オリエンタルコンサルタンツ
神戸事務所

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

澤井 秀知
所長

兵庫県神戸市中央区磯辺通2丁目2番3号 フジ磯辺ビル
078-241-7233

東京都渋谷区本町3丁目12番
1号

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

241 県内

オリジナル設計 株式会社
兵庫営業所

吉田 雅之
所長

兵庫県明石市天文町2丁目4番26号 ヴェルビュ明石
078-915-1314

東京都渋谷区元代々木町30
番13号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）
324 県内

株式会社 オリンピアコンサルタント
神戸営業所

下水道設計（土木コンサル）
123 県外

株式会社 偕設計

意匠（建設コンサル）
115 県内

建築一般（建設コンサル）
開発虎ノ門コンサルタント 株式会社
兵庫営業所

スポーツ施設設計（土木コンサル）
地質調査（地質調査）

上水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

山瀬 浅夫
所長

兵庫県神戸市垂水区仲田2丁目1番33号
078-707-2605

岐阜県大垣市東町1丁目36番
地

測量一般（測量）
山口 登司
代表取締役
構造（建設コンサル）
伊藤 達也
所長
橋梁設計（土木コンサル）

大阪府大阪市福島区福島6-9-11
06-6451-2743
調査（建設コンサル）
兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目1番19号
078-200-3851
道路設計（土木コンサル）

東京都豊島区南大塚三丁目
20番6号
測量一般（測量）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

5 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 kagura建築デザイン事務所

所在地
電話番号

代表者名
藤原 由樹
代表取締役

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市中央区楠町6丁目10番12-301号
078-335-7815

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

270 県内

株式会社 加藤建築事務所

内海 秀明
代表取締役

兵庫県姫路市南今宿3番19号
079-293-3388

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

2 県内

かもめの不動産鑑定 株式会社
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谷詰 岳史
代表取締役

兵庫県神戸市中央区磯辺通 3-1-2
078-232-2301

溝端 一博
支店長

兵庫県神戸市中央区花隈町3-35
078-382-3356

不動産鑑定（補償コンサル）
422 県内

川崎地質 株式会社
神戸支店

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

測量一般（測量）

東京都港区三田2丁目11-15
地質調査（地質調査）

水質調査（その他調査等）
227 県内

環境計測 株式会社
神戸ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ神戸事業所

有川 剛
所長

兵庫県神戸市東灘区深江南町3-8-5
078-441-9706

環境アセスメント（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

65 県内

環境設計 株式会社
神戸事務所

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）
地図の調整（測量）
268 県内

環境設計 株式会社
兵庫営業所
環境アセスメント（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

株式会社 環境総合テクノス
姫路支店

環境アセスメント（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

28 県内

兵庫県神戸市垂水区下畑町上口835
078-751-5510

上水道設計（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

振動調査（その他調査等）
滋賀県大津市大萱1-17-20
測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

スポーツ施設設計（土木コンサル）
479 県内

小田 光輝
所長

交通調査（その他調査等）

京都府京都市伏見区竹田北
三ツ杭町84番地

株式会社 環境テクノス

衛生（建設コンサル）
大気調査（その他調査等）

調査（建設コンサル）

井上 健
所長
造園（土木コンサル）
小松原 良次
支店長
測量一般（測量）
騒音調査（その他調査等）
松原 高晴
代表取締役
振動調査（その他調査等）

兵庫県尼崎市七松町3丁目15番13号
06-6418-3188
都市景観（土木コンサル）
兵庫県姫路市飾磨区下野田2丁目525番4号
079-231-5485
地質調査（地質調査）

大阪府大阪市中央区久太郎
町1丁目4番2号
都市計画（土木コンサル）
大阪府大阪市中央区安土町1
丁目3番5号
交通調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）
兵庫県朝来市和田山町林垣221-1
079-672-5615
水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

346 県外

業者名
株式会社 環境デザイン研究所

意匠（建設コンサル）
418 県内

作成日：令和02年03月31日

株式会社 環境緑地設計研究所
造園（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

有限会社 環研

水質調査（その他調査等）
441 県外

仙田 順子
代表取締役

東京都港区六本木5-12-22
03-5575-7171

松下 慶浩
代表取締役

兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目2番3号 サンエービル
078-392-1701

都市景観（土木コンサル）
林 頼久
代表取締役

大気調査（その他調査等）

株式会社 環研究所

造園（土木コンサル）
100 県内

本社住所（委託のみ表示）

建築一般（建設コンサル）

河川砂防（土木コンサル）
234 県内

所在地
電話番号

代表者名
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都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

兵庫県加古川市野口町北野1297-5
079-422-6448

土地調査（その他調査等）
大石 博
代表取締役

大阪府大阪市淀川区西中島6丁目8番20号
06-6306-2481

都市計画（土木コンサル）

株式会社 かんこう

後藤 昭義

神戸支店

支店長

緑地・公園（土木コンサル）
兵庫県神戸市中央区栄町通6丁目1番18号 ライオンズスクエ 大阪府大阪市城東区野江1丁
ア神戸元町
目12番8号
078-360-2530

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

21 準市

株式会社 関西エンジニヤリング
三田営業所

土橋 徹
所長

兵庫県三田市あかしあ台4-12-14
079-559-7331

兵庫県神戸市中央区相生町
5-17-12-108

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

173 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

関西技術コンサルタント 株式会社
兵庫事務所

所在地
電話番号

代表者名
辻 裕司
営業統括

兵庫県神戸市北区藤原台中町八丁目4番10号
078-984-5152

本社住所（委託のみ表示）
大阪府茨木市上中条二丁目
10番27号

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

20 県外

株式会社 関西コンサルタント

林 信行
代表取締役

大阪府大阪市中央区谷町4丁目4番15号
06-6949-5700

今中 富博
代表取締役社長

大阪府大阪市淀川区西中島五丁目4番20号
06-6838-7061

岩水開発 株式会社

松浦 広幸
代表取締役

岡山県岡山市福吉町18-18
086-265-0888

カンゼ航測 株式会社

川本 雅彦
代表取締役

大阪府大阪市中央区南船場1丁目7番8号
06-6261-2398
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上水道設計（土木コンサル）
445 県外

株式会社 関西シビルコンサルタント

橋梁設計（土木コンサル）
449 県外

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）
406 県外
航空測量（測量）
323 県内

測量一般（測量）
株式会社 寛設計事務所
神戸営業所

ポンプ場設計（土木コンサル）
333 県内

株式会社 管総研

下水道設計（土木コンサル）
509 県内

下水道設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

株式会社 河南測量設計

地図の調整（測量）
高森 功一
所長

兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目1番23号
078-231-0349

大阪府大阪市北区西天満5丁
目2番18号

上水道設計（土木コンサル）
三好 秀幸
代表取締役社長

兵庫県尼崎市浜一丁目1番1号
06-6470-6300

農業土木（土木コンサル）
河南 功
代表取締役

兵庫県丹波篠山市東吹921-1
079-594-2407

スポーツ施設設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

122 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 キクチコンサルタント
豊岡営業所

所在地
電話番号

代表者名
竹坂 貞夫
所長

兵庫県豊岡市昭和町2番50号 河本ビル1階
0796-29-3191
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本社住所（委託のみ表示）
京都府京都市北区平野八丁
柳町66番地の8

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）
119 県内

株式会社 技研
兵庫営業所

営業・特種補償（補償コンサル）

大野 真也
所長
機械工作物（補償コンサル）

兵庫県加西市上道山町277-1
0790-44-0081

事業損失（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

大阪府大阪市北区天満4丁目
12番9号
補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）
94 県内

基礎地盤コンサルタンツ 株式会社

加藤 宏一

兵庫支店

支店長

兵庫県神戸市中央区小野柄通3丁目2-22 富士火災神戸ビ 東京都江東区亀戸1丁目5番7
ル
号
078-855-2577

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）
293 県内

キタイ設計 株式会社
西日本支社

横田 和幸
支社長

兵庫県姫路市西夢前台二丁目49番地
079-267-0456

滋賀県近江八幡市安土町上
豊浦1030番地

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

421 市内

株式会社 衣笠設計

意匠（建設コンサル）
483 県外

建築一般（建設コンサル）
株式会社 教育施設研究所
大阪事務所

建築一般（建設コンサル）

衣笠 安治
代表取締役

兵庫県三田市相生町22番16号
079-563-1925

構造（建設コンサル）
八田 利幸
常務取締役所長

大阪府大阪市北区東天満1丁目6番6号
06-6354-3960

東京都中央区日本橋本町3丁
目4番7号

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

264 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 京都イングス
大阪支社

所在地
電話番号

代表者名
大前 雄史
支社長
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本社住所（委託のみ表示）

大阪府大阪市城東区野江1丁目12番19号 3F
06-6167-9380

京都府舞鶴市大字溝尻小字
越行1110番地

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）
495 県外

株式会社 共同建築設計事務所

山下 健司

関西支社

支社長

意匠（建設コンサル）
267 県外

建築一般（建設コンサル）
共同設計 株式会社

大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-18 新大阪ビル東館
203
06-6195-3621

東京都新宿区四谷三栄町4番
10号

構造（建設コンサル）
飯田 精三
代表取締役

大阪府大阪市北区西天満5-10-14
06-6364-5836

都市計画（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）
341 県内

株式会社 橋梁コンサルタント
兵庫事務所

河川砂防（土木コンサル）
30 県外

橋梁設計（土木コンサル）

株式会社 共和技術研究所

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

木津 敏明
所長

兵庫県姫路市城東町野田2番地2-9-103
079-224-6189

道路設計（土木コンサル）
堀田 憲一
代表取締役

測量一般（測量）

東京都中央区新川1丁目8番6
号
地質調査（地質調査）

大阪府大阪市中央区南船場一丁目6番12号
06-6266-3003

橋梁設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

測量一般（測量）
243 県内

株式会社 協和コンサルタンツ
兵庫営業所

斉藤 健一
所長

兵庫県川西市向陽台3丁目1番地の16
072-790-2626

東京都渋谷区笹塚1丁目62番
11号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

補償物件（補償コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

462 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

協和設計 株式会社
神戸支店

所在地
電話番号

代表者名
田中 正吾
執行役員支店長

兵庫県神戸市中央区京町83番地
078-393-2011

本社住所（委託のみ表示）
大阪府茨木市丑寅2丁目1番
34号

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

騒音調査（その他調査等）

388 県内

株式会社 極東技工コンサルタント
神戸事務所

田中 孝一
所長

兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目2番1-2-1103号
078-386-9450

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

地質調査（地質調査）

342 県内

近畿技術コンサルタンツ 株式会社
神戸事務所

測量一般（測量）
穂波 寿一
所長

兵庫県神戸市中央区京町79番地（日本ビルヂング）
078-335-5780
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大阪府吹田市南金田2丁目3
番26号
上水道設計（土木コンサル）
大阪府大阪市中央区谷町ニ
丁目6番4号（谷町ﾋﾞﾙ）

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

137 県内

株式会社 キンキ地質センター
大阪事務所

守本 博昭
所長

大阪府豊中市上新田4-8 C1201
06-6831-0550

株式会社 きんそく

奥野 勝司
代表取締役

京都府京都市南区上鳥羽大溝6番地
075-682-7710

京都府京都市伏見区横大路
下三栖里ノ内33の3

地質調査（地質調査）
53 県外

下水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

補償物件（補償コンサル）

測量一般（測量）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

362 県外

株式会社 近代設計
大阪支社

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

111 県外

造園（土木コンサル）

株式会社 空間創研
大阪事務所
都市計画（土木コンサル）

藤澤 弘幸
支社長

大阪府大阪市中央区淡路町2丁目6番11号
06-6228-3222

都市計画（土木コンサル）
日野 誠次
取締役大阪事務所長

道路設計（土木コンサル）
大阪府大阪市北区神山町1-5 扇町公園ﾋﾞﾙ6F
06-4709-6933

緑地・公園（土木コンサル）

航空測量（測量）
東京都千代田区鍛冶町1丁目
9番16号
測量一般（測量）
京都府京都市下京区綾小路
通堀川西入妙満寺町580番地
1

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

309 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 空間デザイン

意匠（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

所在地
電話番号

代表者名
阿部 弘明
代表取締役
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本社住所（委託のみ表示）

大阪府吹田市垂水町3-24-1 シンプレス江坂402
06-6192-8751

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）
219 県内

國年上下水道設計 株式会社
兵庫営業所

下水道設計（土木コンサル）
33 県内

上水道設計（土木コンサル）

熊谷不動産鑑定士事務所

井上 勝
営業所長

兵庫県神戸市東灘区深江南町3丁目7番17-502号
078-414-6162

建築一般（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

大阪府大阪狭山市金剛2丁目
11番1号
測量一般（測量）

熊谷 有剛
代表

兵庫県宝塚市中山寺1丁目5-20
0797-87-4393

株式会社 久米設計

小西 威史

大阪支社

専務執行役員支社長

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10-8 パシフィックマークス
肥後橋
06-6444-1161

不動産鑑定（補償コンサル）
424 県外

東京都江東区潮見2-1-22

都市計画（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）
213 県内

クモノスコーポレーション 株式会社
尼崎支店

橋梁設計（土木コンサル）
239 県外

調査（建設コンサル）

倉測建設コンサルタント 株式会社
大阪支店

光平 健二
支店長

兵庫県尼崎市築地2-11-6
06-6482-3636

大阪府箕面市船場東2丁目1
番15号

大阪府大阪市中央区南船場2-1-10
06-4400-8336

岡山県倉敷市新田2527番地
の6

測量一般（測量）
藤原 博史
支店長

下水道設計（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）
45 県内

株式会社 倉田総合鑑定
兵庫営業所

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

475 県内

有限会社 倉本測量

染谷 直弘
兵庫営業所長

兵庫県神戸市垂水区下畑町字上口884-4
078-755-5210

事業損失（補償コンサル）
倉本 規
代表取締役

補償土地調査（補償コンサル）

奈良県奈良市法蓮町163-1
新大宮愛正寺ビル3階
補償土地評価（補償コンサル）

兵庫県丹波市山南町小野尻118
0795-76-1699

河川砂防（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

76 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 グリーンエコ

所在地
電話番号

代表者名
岡村 雅明
代表取締役

本社住所（委託のみ表示）

大阪府大阪市中央区南船場1-17-11号上野ＢＲビル
06-6484-5571

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

250 県内
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株式会社 グルンドコンサルタント

西村 祥久
代表取締役社長

兵庫県神戸市兵庫区門口町1番20号
078-651-8739

株式会社 黒田建築設計事務所

山本 要
代表取締役社長

兵庫県神戸市兵庫区下沢通2丁目1番17号
078-574-0678

地質調査（地質調査）
425 県内
意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

構造（建設コンサル）
154 県内

電気（建設コンサル）
黒田測量設計 株式会社

河川砂防（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

469 県外

株式会社 ＫＥＩＳＩＮ

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

黒田 好信
代表取締役

兵庫県丹波市柏原町挙田101
0795-72-1901

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

西林 嘉隆
代表取締役

建築一般（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

株式会社 ケイズ
大阪支社

航空測量（測量）
209 県内

測量一般（測量）
株式会社 ケイ設計

坊ヶ内 克良
支社長

航空測量（測量）

大阪府堺市堺区出島町3-8-22
0745-43-6444

道路設計（土木コンサル）
229 県外

建築積算（建設コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

大阪府大阪市中央区北浜1丁目9番9号
06-4708-5215

事業損失（補償コンサル）
京都府京都市中京区寺町通
御池上る上本能寺前町474番
地

地図の調整（測量）
橘田 陸之
代表取締役

兵庫県三木市志染町広野1番38号
0794-85-6962

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）
531 県内

株式会社 ケー・シー・エス

柴田 峰之

神戸営業所

所長

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

交通調査（その他調査等）

兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14 神戸商工貿易センター 東京都文京区小石川1-1-17
ビル4F 401
とみん日生春日町ビル
078-232-0824
その他の業務（その他）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

75 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 ＫＫＣ
兵庫支店

所在地
電話番号

代表者名
大橋 秀之
兵庫支店長

兵庫県神戸市東灘区住吉台5-1-404
078-857-9556

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

測量一般（測量）

317 県内

株式会社 ＫＣコンサルタント

営業・特種補償（補償コンサル）
130 県内

機械工作物（補償コンサル）

株式会社 ケンセイ
伊丹支店

道路設計（土木コンサル）
柏木 良一
代表取締役
事業損失（補償コンサル）
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本社住所（委託のみ表示）
大阪府大阪市中央区谷町3丁
目5番5号
橋梁設計（土木コンサル）

兵庫県神戸市垂水区つつじが丘6丁目10番地の27
078-708-8432
補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

北浦 慎也
取締役支店長

兵庫県伊丹市下河原2丁目11番15号
072-773-8050

大阪府大阪市東淀川区東中
島1丁目18番22号

尾添 昌彦
所長

兵庫県神戸市西区玉津町新方457-13
078-915-1840

東京都豊島区東池袋2丁目23
番2号

事業損失（補償コンサル）
387 県内

株式会社 建設環境研究所
兵庫営業所

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）
428 県外

株式会社 建設環境コンサルティング
大阪支店

意匠（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

山本 亨
大阪支店長
構造（建設コンサル）

大阪府大阪市中央区北浜東4-33
06-4791-3151
調査（建設コンサル）

大阪府大阪市中央区北浜東
4-33
振動調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）
6 県内

株式会社 建設技術研究所
神戸事務所

西本 隆
所長

兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-30
078-261-3060

東京都中央区日本橋浜町321-1

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

230 県内

株式会社 建設計画

橋梁設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

409 県内

株式会社 建設コンサルタント大誠

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

石川 真一郎
代表取締役

兵庫県神戸市東灘区向洋町中六丁目9番地
078-846-1901

測量一般（測量）
小林 敏信
代表取締役
交通調査（その他調査等）

兵庫県加西市北条町西南2-1
0790-43-1237

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

484 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 建綜研

所在地
電話番号

代表者名
大岡 永知
代表取締役

本社住所（委託のみ表示）

大阪府大阪市北区大淀中1丁目8番5号
06-6454-1630

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

513 県外
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興亜開発 株式会社
関西支店

大村 範明
支店長

大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町3丁176番地
072-250-3451

株式会社 公園マネジメント研究所

小野 隆
代表取締役

大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号
06-6947-6522

東京都墨田区江東橋5丁目3
番13号 写測ビル

地質調査（地質調査）
276 県外
造園（土木コンサル）
439 県内

都市計画（土木コンサル）
株式会社 上坂設計
神戸事務所

緑地・公園（土木コンサル）
上坂 美智子
取締役所長

兵庫県神戸市北区泉台5丁目6番20号
078-595-5707

大阪府大阪市北区太融寺町3
番24号

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

175 県内

株式会社 弘洋コンサルタンツ
神戸支店

野口 高弘
支店長

兵庫県神戸市灘区灘北通7丁目4-15清水コーポ103
078-855-3001

三重県松阪市山室町3210番
地45

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

交通調査（その他調査等）

356 県内

広洋測量設計 株式会社

航空測量（測量）
478 県内

測量一般（測量）

美濃 俊郎
代表取締役

兵庫県養父市藪崎1番地の16
079-665-0944

地図の調整（測量）

幸陽測量設計 株式会社

森山 崇
代表取締役

兵庫県尼崎市七松町3丁目4番5号
06-6412-4500

晃和調査設計 株式会社
神戸事務所

五藤 一哉
神戸事務所長

兵庫県神戸市須磨区菊池町二丁目2-12
078-733-1563

測量一般（測量）
19 県内

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

436 県内

道路設計（土木コンサル）

株式会社 コーワ測量設計

補償土地調査（補償コンサル）

測量一般（測量）

國田 範雄
代表取締役
その他の業務（その他）

橋梁設計（土木コンサル）
兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目4番17号-103号室
078-579-6990

大阪府大阪市天王寺区上本
町6丁目9番14号
区画整理（土木コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

308 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

国際航業 株式会社
兵庫支店

所在地
電話番号

代表者名
金岡 賢二
支店長
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本社住所（委託のみ表示）

兵庫県尼崎市西長洲町1丁目1番15号
06-6487-1284

東京都千代田区六番町2番地

スポーツ施設設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

不動産鑑定（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

169 県内

その他の業務（その他）

株式会社 国土技術コンサルタント

片山 剛

神戸事務所

所長

兵庫県神戸市中央区元町通3丁目17番8号 TOWA神戸元
町ビル701号
078-599-8137

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

366 県外

国土情報開発 株式会社

測量一般（測量）
319 県内

羽田 寛
代表取締役社長

東京都世田谷区池尻二丁目7番3号
03-5481-3000

堂村 靖浩
支店長

兵庫県神戸市中央区浜辺通2丁目1-30
078-221-2213

道路設計（土木コンサル）

地図の調整（測量）
国土防災技術 株式会社
神戸支店

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

316 県内

都市計画（土木コンサル）

大阪府大阪市中央区北浜2丁
目1番21号

株式会社 コスモ

川見 元
代表取締役

農業土木（土木コンサル）

東京都港区虎ノ門3丁目18-5
航空測量（測量）

兵庫県朝来市和田山町秋葉台2番地105
079-672-5483

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）
36 県内

測量一般（測量）
株式会社 五星
神戸事務所

地図の調整（測量）
田中 洋子
所長

交通調査（その他調査等）
兵庫県神戸市中央区磯辺通2丁目2番3号
078-891-4039

香川県三豊市高瀬町下勝間
670-1

スポーツ施設設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

372 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 小西建築事務所

所在地
電話番号

代表者名
山田 惠三
代表取締役

本社住所（委託のみ表示）

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目25-29
06-6743-4078

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

165 県内

株式会社 小西建築設計事務所

小西 龍機
代表取締役

兵庫県小野市上本町135番地の10
0794-62-6699

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

471 県外

株式会社 小西設計
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小西 敏子
取締役社長

大阪府大阪市西区立売堀1丁目12番16号
06-6532-4051

髙田 昇
代表取締役

大阪府大阪市阿倍野区帝塚山一丁目6-3
06-6624-2321

大門 憲司
所長

大阪府大阪市中央区内本町1丁目1-6 本町カノヤビル6階
06-6809-7160

建築一般（建設コンサル）
18 県外

株式会社 コム計画研究所

意匠（建設コンサル）
143 県外

建築一般（建設コンサル）
株式会社 コム建築コンサルタント
大阪営業所

営業・特種補償（補償コンサル）
487 県内

機械工作物（補償コンサル）

五洋設計 株式会社
神戸支店

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

事業損失（補償コンサル）
折谷 俊昭
支店長

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

兵庫県神戸市中央区海岸通三丁目1番1号
078-321-5439

道路設計（土木コンサル）

測量一般（測量）

奈良県生駒市小瀬町645番地

奈良県奈良市大宮町六丁目3
番7号
交通調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）
525 県内

株式会社 コンサルタント関西

加藤 雅宣
代表取締役

兵庫県姫路市広畑区吾妻町一丁目35番地の3
079-238-6222

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）
78 県内
意匠（建設コンサル）
257 県内

株式会社 コンステック
神戸支店
建築一般（建設コンサル）
有限会社 才本建築事務所

谷口 良平
支店長

兵庫県神戸市中央区御幸通4-2-20 三宮中央ビル8階
078-261-1501

構造（建設コンサル）
才本 謙二
代表取締役

大阪府大阪市中央区北浜東
4-33

調査（建設コンサル）
兵庫県西宮市すみれ台1丁目22-4
078-903-5351

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

38 県外

業者名
株式会社 佐藤総合計画
関西オフィス

都市計画（土木コンサル）
477 県外

上水道設計（土木コンサル）

株式会社 佐野建築設計事務所

意匠（建設コンサル）
103 県内

都市再開発（土木コンサル）

株式会社 里と水辺研究所

環境アセスメント（土木コンサル）
170 県内

作成日：令和02年03月31日

建築一般（建設コンサル）
株式会社 産業工学研究所
兵庫支店

所在地
電話番号

代表者名
井下 仁史
執行役員関西オフィス代
表

大阪府大阪市中央区北浜東1-26
06-6946-7330

緑地・公園（土木コンサル）
佐野 正仁
代表取締役

兵庫県尼崎市杭瀬南新町4-7-23
06-6481-3211

構造（建設コンサル）
春名 行男
支店長

調査（建設コンサル）
兵庫県姫路市北条永良町251番地
079-284-8341

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

意匠（建設コンサル）
277 県内

建築一般（建設コンサル）
株式会社 三弘建築事務所

東京都墨田区横網2丁目1012

大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目11番32-602号
06-6321-6757

補償土地評価（補償コンサル）

株式会社 三建構造

本社住所（委託のみ表示）

建築一般（建設コンサル）
赤松 弘治
代表取締役

都市計画（土木コンサル）
374 県外

尾添 政昭
代表取締役

事業損失（補償コンサル）

大阪府大阪市西区立売堀3丁
目1番14号
補償土地調査（補償コンサル）

大阪府大阪市福島区福島七丁目15番26号
06-6442-3447

構造（建設コンサル）
池田 裕彦
代表取締役

兵庫県西宮市本町4番16号
0798-34-5081

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

398 県内

サンコーコンサルタント 株式会社
兵庫営業所

西村 栄治
所長

兵庫県姫路市三左衛門堀西の町61番地 KM88ビル
079-283-7801

東京都江東区亀戸一丁目8番
9号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

地質調査（地質調査）

振動調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

171 県内

株式会社 サンコム
神戸支店

頁：29/76

三村 崇幸
支店長

兵庫県神戸市中央区東川崎町6丁目6番11号
078-686-7466

兵庫県たつの市揖西町小神
162番地6

河川砂防（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

108 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 三座建築事務所

所在地
電話番号

代表者名
井手 俊男
代表取締役

本社住所（委託のみ表示）

大阪府大阪市西区江戸堀1-22-38 三洋ビル
06-6443-0051

スポーツ施設設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

376 県外

株式会社 三信建築設計事務所

北谷 幸一
代表取締役

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）
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大阪府大阪市北区曽根崎新地一丁目4番10号 銀泉桜橋ビ
ル
06-6344-3455

建築一般（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）
31 県内

サンスイコンサルタント 株式会社
姫路支店

大田 惠司
支店長

兵庫県姫路市白銀町50番地 日本生命姫路ビル
079-288-3141

京都府京都市下京区五条通
新町西入西錺屋町23番地

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

359 県内

株式会社 三水コンサルタント
神戸事務所

三村 仁志
所長

兵庫県神戸市須磨区川上町3-1-12
078-734-4740

大阪府大阪市北区中之島6丁
目2番40号

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）
126 県内

株式会社 サンテック
兵庫営業所

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）
道路設計（土木コンサル）

牛田 悦郎
所長
河川砂防（土木コンサル）

兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号507号
078-262-6127
橋梁設計（土木コンサル）

大阪府枚方市南中振1丁目1
番28号
上水道設計（土木コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

203 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 サンワコン
姫路出張所

所在地
電話番号

代表者名
小田 豊和
所長

兵庫県姫路市安田4丁目71番地
079-282-7022
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本社住所（委託のみ表示）
福井県福井市花堂北1丁目725

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

156 県内

株式会社 三和綜合コンサル
姫路支店

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

526 県内

株式会社 シードコンサルタント
神戸支店

中谷 均
支店長

兵庫県姫路市若菜町2丁目25番地
079-226-5310

事業損失（補償コンサル）
中本 和孝
支店長

補償土地調査（補償コンサル）
兵庫県神戸市兵庫区大開通2丁目3番22号
078-531-8505

大阪府大阪市旭区清水1丁目
5番21号
補償土地評価（補償コンサル）
奈良県奈良市芝辻町2丁目10
番6号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

514 県外

株式会社 ＧＰＭＯ

神原 孝行
代表取締役

香川県高松市木太町3396番地11
087-813-3203

下水道設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

その他の業務（その他）

454 県内

株式会社 ＣＰＣ
兵庫事務所

上中 雅美
所長

兵庫県姫路市西中島54番地
079-221-7126

大阪府大阪市西区阿波座二
丁目1番1号

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

244 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

ジェイアール西日本コンサルタンツ 株式会社

所在地
電話番号

代表者名
土肥 弘明
代表取締役
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本社住所（委託のみ表示）

大阪府大阪市淀川区西中島5丁目4番20号
06-6303-6971

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

62 県内

株式会社 ＧＥＯソリューションズ

河川砂防（土木コンサル）
181 県内

ジオテクニカル 株式会社
神戸営業所

航空測量（測量）
224 県内

測量一般（測量）
株式会社 ジオテクノ関西

航空測量（測量）
364 県外

航空測量（測量）

測量一般（測量）
塩見測量設計 株式会社

藤井 達司
代表取締役

兵庫県西宮市津門大箇町2番23号
0798-37-1280

測量一般（測量）
藤原 嘉伸
営業所長

地図の調整（測量）
兵庫県神戸市須磨区車字下大道1226-9
078-747-3822

地図の調整（測量）
藤井 博美
代表取締役

大阪府松原市田井城4丁目8
番3号

交通調査（その他調査等）
兵庫県西宮市池田町12番20号
0798-38-8510

地図の調整（測量）
塩見 幸雄
代表取締役

京都府福知山市字内記65-15
0773-22-4947

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）
476 県内

騒音調査（その他調査等）

株式会社 資産評価研究所

不動産鑑定（補償コンサル）

大気調査（その他調査等）
横野 忠敏
代表取締役

土地調査（その他調査等）
兵庫県西宮市産所町15番14号
0798-33-8567

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

25 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 施設工学研究所

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

所在地
電話番号

代表者名
吉住 則明
代表取締役
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本社住所（委託のみ表示）

大阪府大阪市北区万歳町4番12号
06-6313-3951

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）
60 県外

株式会社 地盤調査事務所
大阪事務所

測量一般（測量）
448 県外

大阪府大阪市北区中津3丁目7番41号
06-6373-6550

加藤 精一
代表取締役

大阪府吹田市高野台1丁目6番8号
06-6833-6611

東京都日野市万願寺三丁目
50番地の8

地質調査（地質調査）
株式会社 ジャス

都市景観（土木コンサル）
281 県内

糀谷 浩司
所長

都市計画（土木コンサル）

写測エンジニアリング 株式会社
神戸支店

意匠（建設コンサル）
光本 昇一
支店長

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23
078-271-1135

大阪府大阪市天王寺区上本
町三丁目2-15

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

312 準市

株式会社 ジャパックス
三田支店

水口 悟
支店長

兵庫県三田市福島216番1号
079-567-2480

兵庫県神戸市東灘区本山南
町8丁目6番26号

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

447 県外

株式会社 住建設計

若野 豪宏
代表取締役

京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579-1
075-344-0500

仲 昭人
所長

兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目1番15号 成樹ビル
078-291-4760

建築一般（建設コンサル）
336 県内

株式会社 修成建設コンサルタント
兵庫事務所

大阪府大阪市北区野崎町7番
8号 梅田パークビル8階

スポーツ施設設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

測量一般（測量）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

255 県内
意匠（建設コンサル）

株式会社 ジュノン
測量一般（測量）

山本 和寿
代表取締役
その他の業務（その他）

兵庫県神戸市北区藤原台中町4丁目19-7
079-567-7890

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

87 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 上智
あわじ支店

所在地
電話番号

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県南あわじ市市福永450番地8
0799-43-2266

富山県砺波市千代176番地の
1

代表者名
眞野 雅文
支店長
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下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

473 県外

株式会社 昭文社

黒田 茂夫
代表取締役

東京都千代田区麹町三丁目1番地
03-3556-8156

昭和 株式会社
神戸営業所

熊木 敏之
所長

兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目1番23号
078-231-3181

地図の調整（測量）
300 県内

東京都北区上中里1丁目11-8

下水道設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

223 県内

株式会社 昭和設計
神戸事務所

小畑 博之
取締役所長

兵庫県神戸市中央区磯辺通一丁目1番20号
050-6868-2873

大阪府大阪市北区豊崎4丁目
12番10号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）

163 県内

株式会社 昭和設計コンサルタント
神戸営業所

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）
496 県内

シルバーテック測量

測量一般（測量）
238 県内

地図の調整（測量）
伸栄開発 株式会社
阪神支店

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

松永 初美
取締役所長

兵庫県神戸市北区鹿の子台南町2丁目2番11号
078-595-7008

大阪府大阪市北区東天満2丁
目9番4号

測量一般（測量）
桑田 安雄
代表者

兵庫県尼崎市大庄中通2-64
06-7505-1194

土地調査（その他調査等）
中塚 聖光
支店長
道路設計（土木コンサル）

兵庫県西宮市本町11番28
0798-38-2750
航空測量（測量）

兵庫県たつの市揖西町小犬
丸2168番地の1
測量一般（測量）

地図の調整（測量）
225 県内

株式会社 信栄補償設計
兵庫支社

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

柳田 和芳
支社長
事業損失（補償コンサル）

兵庫県姫路市三条町一丁目31番地
079-283-4540
補償土地調査（補償コンサル）

大阪府大阪市中央区内本町1
丁目2番14号
補償土地評価（補償コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

259 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 新大阪エンジニアリング
神戸事務所

上水道設計（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

396 県外

株式会社 新大阪設計事務所

所在地
電話番号

代表者名
越智 啓二
取締役所長

兵庫県神戸市灘区水道筋5-1-15-701
078-855-6540

建築積算（建設コンサル）
浅田 昌孝
代表取締役会長

構造（建設コンサル）

本社住所（委託のみ表示）
大阪府大阪市淀川区西中島
4-2-21（ミツフ新御堂筋ビル）
電気（建設コンサル）

大阪府大阪市住吉区長居東4丁目2番6号 メゾン長居
06-6698-1071

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

211 県外

新建築設計事業協同組合

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

140 県内

株式会社 新洲
兵庫営業所

出崎 裕三
理事長
建築一般（建設コンサル）
和泉 達也
所長
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大阪府大阪市中央区内平野町1-1-6-805
06-6947-0570
建築積算（建設コンサル）
兵庫県高砂市曽根町2834番地の5
079-447-9590

構造（建設コンサル）
滋賀県栗東市安養寺一丁目1
番24号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

167 県内

株式会社 神鉄コミュニティサービス

測量一般（測量）
220 県外

兵庫県神戸市北区谷上東町1番1号
078-582-8750

榮長 文之助
代表取締役

奈良県奈良市内侍原町6番地
0742-26-1577

吉光 茂規
代表取締役

兵庫県神戸市中央区伊藤町119番地
078-392-8445

地図の調整（測量）
株式会社 新都市二十一

都市計画（土木コンサル）
287 県内

下村 直也
代表取締役

測量一般（測量）

株式会社 新土木開発コンサルタント

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

補償土地調査（補償コンサル）

造成設計（土木コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

368 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

新日本設計 株式会社

所在地
電話番号

代表者名
青田 龍三
代表取締役
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本社住所（委託のみ表示）

兵庫県姫路市香寺町香呂84番地1
079-222-8888

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）
101 県内

株式会社 新日本カンテイ神戸

不動産鑑定（補償コンサル）
69 県内

補償土地評価（補償コンサル）

株式会社 新日本コンサルタント
関西営業所

櫻井 美津夫
代表取締役

兵庫県神戸市須磨区前池町4丁目1番22号
078-334-7625

補償関連（補償コンサル）
大西 克明
所長

兵庫県神戸市長田区庄山町4丁目1番15号
078-631-5571

富山県富山市奥田新町1番23
号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

交通調査（その他調査等）
380 県内

株式会社 シンメイ建設技研

測量一般（測量）
48 県内

地図の調整（測量）
株式会社 伸和設計事務所

造成設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

351 県外

株式会社 杉原設計事務所
大阪事務所

都市計画（土木コンサル）
407 県外
造園（土木コンサル）
40 県内
意匠（建設コンサル）

意匠（建設コンサル）

株式会社 スペースビジョン研究所
都市景観（土木コンサル）
株式会社 すま建築と福祉の研究所
建築一般（建設コンサル）

神名 智美
代表取締役

兵庫県宍粟市山崎町三津181
0790-62-9550

地質調査（地質調査）
森 卓己
代表取締役
農業土木（土木コンサル）
高 好弘
所長

兵庫県西脇市小坂町 12-1
0795-23-2420
測量一般（測量）
大阪府大阪市淀川区西中島3丁目8番14号犬飼ビル
06-6304-7186

建築一般（建設コンサル）
德㔟 貴彦
代表取締役
都市計画（土木コンサル）
木下 功
代表取締役
建築積算（建設コンサル）

大阪府大阪市中央区大手前一丁目7番31号
06-6942-6569
緑地・公園（土木コンサル）
兵庫県神戸市須磨区月見山町1-3-11
078-731-0173
調査（建設コンサル）

地図の調整（測量）
東京都新宿区新宿一丁目20
番13号

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

386 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 スリーエスコンサルタンツ
神戸営業所

所在地
電話番号

代表者名
西田 和男
所長

兵庫県神戸市須磨区高倉台8丁目6番23号
078-731-3977

本社住所（委託のみ表示）
大阪府大阪市北区中崎西2丁
目4番12号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

構造（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

354 県内

株式会社 西播設計
神戸支店

河村 智裕
支店長

兵庫県神戸市中央区再度筋町19番2-301号
078-367-6515

兵庫県たつの市龍野町日山
229番地の1

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

77 県内

正和設計 株式会社
神戸支店

長谷川 幸治
支店長

兵庫県神戸市中央区花隈町33番15号
078-361-8402

滋賀県大津市打出浜3番7号

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

499 県内

株式会社 セリオス
神戸支店

新谷 信幸
神戸支店長

兵庫県神戸市西区井吹台東町1丁目17番11号
078-997-6020

大阪府大阪市中央区瓦町二
丁目4番10号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

測量一般（測量）

道路設計（土木コンサル）

交通調査（その他調査等）
242 県内

有限会社 ゼン建築設計

星野 成男
代表取締役

兵庫県神戸市中央区元町通6-1-4
078-361-3955

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）
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建築積算（建設コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

338 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

セントラルコンサルタント 株式会社
兵庫営業所

所在地
電話番号

代表者名
丸西 義昭
所長

頁：38/76

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3-3-20 (杉屋第ニﾋﾞﾙ)
078-221-0595

東京都中央区晴海2丁目5番
24号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）
178 県外

全日本コンサルタント 株式会社

青木 亘
代表取締役社長

大阪府大阪市浪速区湊町1丁目4番38号
06-6646-0030

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）
482 県外

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

株式会社 ゼンリン
関西支社

岩崎 登
支社長

大阪府大阪市西区川口3丁目3番9号
06-6584-0334

株式会社 ソイルシステム

寺西 一哲
代表取締役

大阪府大阪市東成区大今里西1-8-3
06-6976-7788

株式会社 創英設計

藤野 英志
代表取締役

大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目9番28号
06-6265-5001

福岡県北九州市戸畑区中原
新町3－1

地図の調整（測量）
22 県外
地質調査（地質調査）
405 県外
意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

328 県内

株式会社 綜企画設計
神戸支店

村上 俊一
神戸支店長

建築積算（建設コンサル）

兵庫県神戸市中央区江戸町104番
078-325-1536

東京都千代田区岩本町2丁目
5番2号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）
490 県内
意匠（建設コンサル）

株式会社 創建社ディーアンドアール設計
神戸支社
建築一般（建設コンサル）

喜来 義典
常務取締役神戸支社長
建築積算（建設コンサル）

兵庫県神戸市中央区江戸町98-1 東町・江戸町ビル5-2号
078-332-4410
構造（建設コンサル）

大阪府大阪市中央区平野町
三丁目1番10号

調査（建設コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

470 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 総合環境計画
神戸事務所

所在地
電話番号

代表者名
浦野 真佑美
所長

兵庫県神戸市中央区磯辺通一丁目1番18号
078-241-5761

本社住所（委託のみ表示）
東京都江東区牡丹一丁目14
番1号

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

測量一般（測量）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

508 県内

株式会社 綜合技術コンサルタント
神戸事務所

松下 英夫
所長

兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目1番1号
078-360-1420

東京都江東区亀戸7丁目6番4
号

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

231 県外

株式会社 総合計画機構

水上 貴之
代表取締役

大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号
06-6942-1877

スポーツ施設設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

318 県内

総合調査設計 株式会社
川西営業所

塩見 明子
所長

兵庫県川西市緑台3丁目3番地の45
072-793-6625

大阪府大阪市北区芝田1丁目
10番10号

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

測量一般（測量）

交通調査（その他調査等）

138 県内

株式会社 相互設計事務所

花川 泰博
代表取締役
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兵庫県三木市大村1114番地
0794-83-6362

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

67 県内

有限会社 創進設備設計

新井 健一
取締役

兵庫県明石市松の内2丁目3—12
078-927-2404

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

511 県外

株式会社 双星設計

中村 武嗣
代表取締役

大阪府大阪市北区豊崎2丁目7番5号
06-6373-2281

服部 吉博
代表取締役

兵庫県加東市屋度435-1
0795-42-1747

建築一般（建設コンサル）
302 県内

株式会社 創夢建築設計

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

144 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 相和技術研究所
関西支社 大阪事務所

所在地
電話番号

代表者名
池本 正明
所長

大阪府大阪市西区南堀江4丁目3番27-108号
06-6532-2058

本社住所（委託のみ表示）
東京都品川区上大崎2丁目18
番1号

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

150 県内

株式会社 ソクチ

井上 廣美
代表取締役
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兵庫県美方郡香美町香住区香住1418-1
0796-36-3688

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

280 県内

株式会社 第一技術コンサルタント
兵庫営業所

下水道設計（土木コンサル）
120 県内

上水道設計（土木コンサル）

第一建設設計 株式会社
神戸事務所

南部 桂二
所長

兵庫県宝塚市花屋敷つつじガ丘6-11-101
072-755-3124

大阪府大阪市東成区中道3丁
目15番16号

兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-11-11
078-595-7352

大阪府大阪市北区長柄西13-19 第一天六ﾋﾞﾙ

測量一般（測量）
小林 大二
所長

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

139 県内

道路設計（土木コンサル）

第一設計監理 株式会社
兵庫営業所

福永 茂門
営業所長

兵庫県神戸市東灘区御影郡家1丁目25-14-402
078-855-6384

造園（土木コンサル）
滋賀県湖南市中央一丁目6番
地

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

529 県内

株式会社 第一測量

航空測量（測量）
174 県内

測量一般（測量）
第一復建 株式会社
兵庫事務所

石井 茂則
代表取締役

兵庫県たつの市龍野町日山247番3号
0791-62-3940

地図の調整（測量）
小林 正典
所長

兵庫県神戸市東灘区御影3丁目2番11-67号
078-845-3781

福岡県福岡市南区清水4丁目
2番8号

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

369 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 大建技術コンサルタンツ
神戸営業所

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

所在地
電話番号

代表者名
登玉 晃次
所長

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市中央区北長狭通5-2-19 ｺﾌｨｵ神戸元町310
078-367-1240

河川砂防（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）
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大阪府大阪市中央区南新町1
丁目3番10号

道路設計（土木コンサル）

測量一般（測量）
404 県外

株式会社 大建設計
大阪事務所

前田 幸宏
取締役執行役員大阪事
務所長

大阪府大阪市西区京町堀1丁目13番20号
06-6449-6802

大阪府大阪市西区京町堀一
丁目13番20号

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

373 県内

株式会社 大興エンジニアリング
神戸支店

岸 正俊
支店長

兵庫県神戸市西区宮下1丁目2-7
078-924-1011

兵庫県養父市八鹿町坂本91
番地1

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

13 県内

有限会社 ダイコー

航空測量（測量）
233 県内

測量一般（測量）
大伸開発 株式会社
西宮支店

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

152 県内

株式会社 大設

益田 五男
取締役

兵庫県宝塚市末成町39番23号3-1
0797-71-7015

地図の調整（測量）
坪内 成司
支店長
造園（土木コンサル）
大畑 真澄
代表取締役

兵庫県西宮市本町11番28
0798-38-2077
道路設計（土木コンサル）

兵庫県姫路市北条1033番地
の1
航空測量（測量）

兵庫県姫路市広畑区蒲田4丁目140番地
079-236-9507

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

237 県内
測量一般（測量）

株式会社 台地企画
交通調査（その他調査等）

池田 剛志
代表取締役

兵庫県多可郡多可町加美区市原78-2
0795-36-0795

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

290 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

大日コンサルタント 株式会社
神戸事務所

所在地
電話番号

代表者名
志波 和明
所長

兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目1番23号
078-384-4977
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本社住所（委託のみ表示）
岐阜県岐阜市藪田南3丁目121

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

381 県内

大日本コンサルタント 株式会社
神戸営業所

騒音調査（その他調査等）
小川 直樹
所長

兵庫県神戸市中央区東町123番1号
078-327-6167

東京都千代田区神田練塀町
300番地

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

72 県内

株式会社 ダイヤコンサルタント
神戸支店

井芹 智徳
支店長

兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目2番5号
078-251-5741

東京都千代田区三番町6番地
3

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

446 県内

株式会社 ダイヤテック

前川 雅洋
代表取締役

兵庫県神戸市西区宮下1丁目2番7号
078-924-1041

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

379 県内

太洋エンジニアリング 株式会社
神戸営業所

島田 直哉
所長

兵庫県神戸市中央区御幸通4丁目2番20号
078-252-1072

奈良県奈良市大宮町六丁目7
番3号

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

不動産鑑定（補償コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

104 県内

業者名
ダイワエンジニアリング 株式会社
播磨分析センター

振動調査（その他調査等）
185 県外

作成日：令和02年03月31日

水質調査（その他調査等）

大和不動産鑑定 株式会社
大阪本社

環境アセスメント（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

所在地
電話番号

代表者名
橋本 俊彦
所長
山内 正己
取締役大阪本社代表者

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県加古郡播磨町古宮877
078-943-7255

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

島根県益田市中島町イ19－2
その他の業務（その他）

大阪府大阪市西区西本町1丁目4番1号
06-6536-0600

調査（建設コンサル）

不動産鑑定（補償コンサル）
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大阪府大阪市西区西本町1丁
目4番1号
補償土地評価（補償コンサル）

地質調査（地質調査）
157 県内

大和リース 株式会社

角一 吉昭

神戸支店

支店長

兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目1番6号 シオノギ神戸ビ
ル5階
078-291-0815

大阪府大阪市中央区農人橋2
丁目1番36号 ピップビル

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

176 県外

株式会社 ＴＡＵ設計事務所

意匠（建設コンサル）
46 県外

代表取締役

大阪府大阪市中央区谷町1丁目4番2号 大阪オルガンビル
403
06-6809-5996

金本 一守
代表取締役

大阪府大阪市淀川区宮原5丁目1-28
06-6393-7277

建築一般（建設コンサル）
株式会社 匠設計

意匠（建設コンサル）
515 県内

西村 京宗

建築一般（建設コンサル）
株式会社 武仲

建築積算（建設コンサル）
武仲 裕司
代表取締役

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目1番11号 松竹ビル
078-231-2791

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

土地調査（その他調査等）

453 県内

多田設計事務所

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

構造（建設コンサル）
50 県内

調査（建設コンサル）
株式会社 田中不動産鑑定

地図の調整（測量）
多田 幸子
代表

兵庫県淡路市大谷253-1
0799-64-0028

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

田中 計機
代表取締役

兵庫県丹波市柏原町柏原1444番地1 サーティーセブン2階
0795-78-9710

上原 卓志
支社長

兵庫県神戸市中央区磯上通7丁目1番8号
078-231-0701

不動産鑑定（補償コンサル）
51 県内

株式会社 谷澤総合鑑定所
神戸支社

不動産鑑定（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

大阪府大阪市北区中之島2丁
目2番7号

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

127 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

所在地
電話番号

代表者名

玉野総合コンサルタント 株式会社

佐野 靖宏

神戸事務所

所長

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市中央区伊藤町121番地 神戸伊藤町ビルディ
ング
078-392-5526

愛知県名古屋市東区東桜二
丁目17番14号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

不動産鑑定（補償コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

180 県外

株式会社 壇建築計画事務所

北野 健太郎
代表取締役
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大阪府岸和田市西之内町27番5号
072-444-1605

都市計画（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）
337 県外

株式会社 丹青社
関西支店

意匠（建設コンサル）
520 県内

若狭 健作
代表取締役

兵庫県尼崎市南武庫之荘3-20-12
06-6438-1852

畑間 慎哉
代表取締役

大阪府大阪市北区豊崎三丁目10番2号
06-6110-5445

東京都港区港南一丁目2番70
号

商業調査（その他調査等）

株式会社 地域環境システム研究所

下水道設計（土木コンサル）
352 県外

大阪府大阪市北区大深町3番1号
06-6377-5982

建築一般（建設コンサル）
株式会社 地域環境計画研究所

都市計画（土木コンサル）
283 県外

大岩 典文
関西支店長

環境アセスメント（土木コンサル）

株式会社 地域計画建築研究所
大阪事務所

その他の業務（その他）
中塚 一
大阪事務所長

大阪府大阪市中央区今橋3丁目1番7号 日本生命今橋ビル 京都府京都市下京区四条通り
高倉西入ル立売西町82
06-6205-3600

スポーツ施設設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

105 県外

株式会社 地域経済研究所

井上 浩一
代表取締役

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

大阪府大阪市中央区石町一丁目1番1号 天満橋千代田ﾋﾞﾙ
2号館5階
06-6314-6300

不動産鑑定（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

384 県外

業者名
株式会社 地域未来研究所

都市計画（土木コンサル）
207 県内

都市再開発（土木コンサル）

株式会社 地球号
神戸事務所

スポーツ施設設計（土木コンサル）
305 県内

作成日：令和02年03月31日

造園（土木コンサル）

中央開発 株式会社
神戸支店

所在地
電話番号

代表者名
赤田 浩志
代表取締役
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本社住所（委託のみ表示）

大阪府大阪市北区堂島1丁目5番17号
06-4796-8502

交通調査（その他調査等）
岸田 敏
神戸事務所長

兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目37番10号
078-367-5726

都市景観（土木コンサル）
束原 純
支店長

緑地・公園（土木コンサル）
兵庫県神戸市中央区江戸町98番地の1
078-333-6446

大阪府大阪市中央区北浜東6
番6号
建築一般（建設コンサル）
東京都新宿区西早稲田3丁目
13番5号

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）
153 県内

株式会社 中央開発コンサルタント

森本 かおる
代表取締役

兵庫県丹波市氷上町市辺205番地の8
0795-82-8920

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

49 県内

株式会社 中央技術コンサルタンツ
兵庫営業所

大矢 貢平
兵庫営業所長

兵庫県神戸市中央区野崎通7-3-14
078-262-1167

東京都新宿区西新宿8-5-1

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

437 県内

株式会社 中央クリエイト
兵庫営業所

営業・特種補償（補償コンサル）
15 県内

事業損失（補償コンサル）

中央コンサルタンツ 株式会社
神戸事務所

飛田 和伯
所長

兵庫県神戸市西区竜が岡2-8-8
078-969-3330

東京都新宿区早稲田町81番
地

兵庫県神戸市中央区浪花町59番地
078-322-2541

愛知県名古屋市西区那古野
二丁目11番23号

補償物件（補償コンサル）
吉川 健治
所長

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

調査（建設コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

214 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

所在地
電話番号

代表者名

株式会社 中央設計技術研究所

橋本 一樹

神戸事務所

所長
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本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市中央区磯辺通2丁目2番3号 フジ磯辺ビル3
階
078-271-1370

石川県金沢市広岡三丁目3番
77号JR金沢駅西第一NKﾋﾞﾙ7
階

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

水質調査（その他調査等）

272 県内

中央復建コンサルタンツ 株式会社

石橋 裕之

神戸支社

支社長

兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1番10号 オリックス神戸
三宮ビル
078-230-8200

大阪府大阪市東淀川区東中
島4丁目11番10号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

201 県内

中外テクノス 株式会社
関西技術センター

永曽 将人
所長

兵庫県神戸市西区井吹台東町7丁目3-7
078-997-8000

広島県広島市西区横川新町
9-12

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

334 県内

株式会社 長大
神戸支店

藤原 靖男
支店長

兵庫県神戸市中央区小野柄通5丁目1番27号
078-251-1366

東京都中央区日本橋蛎殻町
一丁目20番4号

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

141 県内

業者名
株式会社 長大テック
神戸事務所

橋梁設計（土木コンサル）
502 県内

作成日：令和02年03月31日

道路設計（土木コンサル）

株式会社 千代田コンサルタント
神戸営業所

所在地
電話番号

代表者名
伊川 哲也
所長

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市中央区小野柄通5丁目1番27号
078-230-1750

東京都中央区日本橋蛎殻町
一丁目20番4号

兵庫県神戸市東灘区御影3丁目2番11-47号
078-846-5032

東京都千代田区神田須田町
二丁目6番地

測量一般（測量）
海津 徹
所長

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

197 県外

辻井建築設計事務所

意匠（建設コンサル）
363 県外

建築一般（建設コンサル）
株式会社 土屋総合設計

辻井 将吾
代表取締役

大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4番2-517号
06-6391-5071

調査（建設コンサル）
土屋 英仁
代表取締役

大阪府泉佐野市湊4丁目5番22号
072-463-2500

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

349 県内

株式会社 ティーネットジャパン
神戸営業所

河川砂防（土木コンサル）
236 県内

道路設計（土木コンサル）

株式会社 ティーハウス建築設計事務所

西田 俊晴
所長

254 県外

建築一般（建設コンサル）
ディービー環境調整 株式会社

振動調査（その他調査等）
434 県内

槻橋 久仁子

399 県外

香川県高松市成合町930番地
10

測量一般（測量）
兵庫県神戸市中央区小野浜町1番4号 デザイン・クリエイテ
ィブセンター神戸403号室
078-335-5512

調査（建設コンサル）
渋谷 英克
代表取締役

大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目6番60号
06-6391-3460

松村 大三
代表取締役

兵庫県明石市大久保町松陰1127番32号
078-936-1113

騒音調査（その他調査等）

株式会社 ＴＭＣ

ポンプ場設計（土木コンサル）

兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目1番2号
078-362-1160

農業土木（土木コンサル）

代表取締役
意匠（建設コンサル）
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下水道設計（土木コンサル）

株式会社 テイケイエンジニアリング
関西支店

上水道設計（土木コンサル）
田中 義弘
関西支店長

大阪府大阪市浪速区元町1-11-8 2F
06-6644-1731

山口県下関市豊浦町大字川
棚7274-2

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

200 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

帝人エコ・サイエンス 株式会社
関西事業所

環境アセスメント（土木コンサル）

交通調査（その他調査等）

代表者名
奈良崎 浩美
所長
振動調査（その他調査等）

所在地
電話番号
大阪府茨木市南目垣1丁目4番1号
072-646-5106
水質調査（その他調査等）
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本社住所（委託のみ表示）
東京都港区三田三丁目3番8
号
騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）
512 県外

株式会社 データ技研

河川砂防（土木コンサル）
522 県内

橋梁設計（土木コンサル）

テクノス 株式会社
兵庫支店

道路設計（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

武野 英紀
代表取締役
道路設計（土木コンサル）
中原 徹雄
支店長
補償物件（補償コンサル）

和歌山県和歌山市有家71番地6
073-474-0917
測量一般（測量）
兵庫県朝来市和田山町駅北6-8
079-670-0501
航空測量（測量）

地質調査（地質調査）
岡山県久米郡美咲町原田
3161-14
測量一般（測量）

地図の調整（測量）
128 県外

株式会社 テクノス電子企画
滋賀営業所

栗本 敬似
所長

滋賀県長浜市八幡東町266番地1
0749-59-3138

愛知県名古屋市中村区十王
町5番28号

株式会社 手島建築設計事務所
大阪支社

龍 喜
大阪支社長

大阪府大阪市淀川区宮原5丁目1番18号
06-6399-2331

東京都港区芝1丁目13番16号

その他の業務（その他）
348 県外
意匠（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）
498 県内

株式会社 テスク

阪口 達哉

神戸営業所

所長

下水道設計（土木コンサル）
34 県内
航空測量（測量）
89 県内
航空測量（測量）

都市計画（土木コンサル）

有限会社 典座
測量一般（測量）
東亜建測 株式会社
測量一般（測量）

兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目1番23号 三宮ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞ 大阪府大阪市中央区谷町5ﾙ407号室
6-12
078-232-1125

測量一般（測量）
小嶋 正
取締役

兵庫県丹波篠山市西新町179番地
079-552-8180

地図の調整（測量）
田中 孝将
代表取締役
地図の調整（測量）

兵庫県神戸市東灘区御影中町6丁目4番22号
078-811-3666
地質調査（地質調査）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

350 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

所在地
電話番号

代表者名

株式会社 東京建設コンサルタント

佐藤 英章

兵庫事務所

所長

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目1-21 福建会館ビル
703号
078-367-5760

東京都豊島区北大塚1-15-6

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

330 県内

株式会社 東京設計事務所
神戸事務所

中野 泰暢
所長

兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1番8号 ｱｼﾞｱﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
078-291-7805

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

192 県内

株式会社 東京ソイルリサーチ
神戸営業所

河川砂防（土木コンサル）
56 県内

道路設計（土木コンサル）

東京テクニカル・サービス 株式会社
西日本支店

環境アセスメント（土木コンサル）

交通調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

196 県内

株式会社 東光コンサルタンツ
神戸営業所

寺見 博敏
所長

兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2番19号
078-362-2371

構造（建設コンサル）
田場 裕一
支店長

測量一般（測量）
兵庫県神戸市中央区宮本通二丁目3番18号
078-252-8074

振動調査（その他調査等）
後藤 明
所長

上水道設計（土木コンサル）

水質調査（その他調査等）
兵庫県神戸市兵庫区水木通4-1-11
078-531-1210
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東京都千代田区霞が関三丁
目7番1号霞が関東急ビル

建築一般（建設コンサル）
東京都目黒区東が丘2丁目11
番16号
地質調査（地質調査）
千葉県浦安市今川四丁目12
番38-1号
騒音調査（その他調査等）
東京都豊島区東池袋四丁目
41番24号

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

93 県内

東日設計コンサルタント 株式会社
神戸営業所

河川砂防（土木コンサル）
61 県外

株式会社 東畑建築事務所
大阪事務所

都市計画（土木コンサル）
413 県内

橋梁設計（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

株式会社 東峯技術コンサルタント
神戸営業所

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道設計（土木コンサル）

禹 相哲
所長

兵庫県神戸市垂水区泉が丘一丁目7番10号
078-755-5727

道路設計（土木コンサル）
永田 久子
取締役所長

岩手県盛岡市向中野三丁目5
番46-101号

測量一般（測量）
大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目6番10号
06-6202-0391

大阪府大阪市中央区高麗橋
二丁目6番10号

兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3
078-515-6373

大阪府大阪市浪速区幸町1丁
目2番21号

建築一般（建設コンサル）
外村 英雄
神戸営業所長

緑地・公園（土木コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

216 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

所在地
電話番号

代表者名
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本社住所（委託のみ表示）

東邦地水 株式会社
大阪支社

鈴木 勝治
支社長

大阪府大阪市北区同心2丁目4番17号
06-6353-7900

三重県四日市市東新町2番23
号

東洋技研コンサルタント 株式会社
神戸営業所

山本 晃廣
所長

兵庫県神戸市西区王塚台3丁目67番地の3
078-929-8085

大阪府大阪市淀川区新北野1
丁目14番11号

地質調査（地質調査）
113 県内

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

112 県外

株式会社 東和テクノロジー
関西支店

福永 和弘
支店長

都市計画（土木コンサル）

大阪府大阪市淀川区木川東二丁目4番10号
06-6309-3300

広島県広島市中区広瀬北町3
番11号

環境アセスメント（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）

29 県外

株式会社 トータルメディア開発研究所

意匠（建設コンサル）
188 県内

建築一般（建設コンサル）
株式会社 トーニチコンサルタント
神戸事務所

地図の調整（測量）
山村 健一郎
代表取締役

その他の業務（その他）
東京都千代田区紀尾井町3番23号
03-3221-5558

調査（建設コンサル）
服部 哲司
所長

兵庫県神戸市灘区薬師通1丁目1-19-402
078-806-6760

東京都渋谷区本町1丁目13-3

スポーツ施設設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

221 県外

株式会社 時設計

菊池 宏行
代表取締役

東京都中央区東日本橋3-12-11 アヅマビル
03-3661-3673

株式会社 トクオ

高場 英寿

大阪事務所

取締役所長

大阪府大阪市淀川区西中島五丁目9番1号 新大阪花村ビ
ル602
06-6307-1090

意匠（建設コンサル）
455 県外

意匠（建設コンサル）
222 県外

建築一般（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）
株式会社 徳岡設計

建築積算（建設コンサル）
徳岡 浩二
代表取締役

構造（建設コンサル）

愛知県名古屋市中川区万場
四丁目1111番地

調査（建設コンサル）

大阪府大阪市中央区本町橋5番14号
06-6910-7178

意匠（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

142 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

徳永測量設計 株式会社

所在地
電話番号

代表者名
徳永 盛光
代表取締役

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市兵庫区七宮町2丁目2番23号
078-651-3136

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

測量一般（測量）

交通調査（その他調査等）

468 県内

株式会社 都市・計画・設計研究所
神戸事務所

平井 仁
代表取締役神戸事務所
長
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兵庫県神戸市中央区京町67番地 KANJUビル
078-599-9713

兵庫県神戸市灘区山田町3丁
目1番15号

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

311 県外

株式会社 都市環境設計

中原 聡
代表取締役社長

大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目14番30号
06-6636-2811

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

航空測量（測量）
378 県外

一般財団法人 都市技術センター

下水道設計（土木コンサル）
269 県外

株式会社 都市空間研究所

造園（土木コンサル）
208 県外

都市計画（土木コンサル）
株式会社 都市景観設計

造園（土木コンサル）
7 県外

区画整理（土木コンサル）

永井 文博
理事長

大阪府大阪市中央区船場中央二丁目2番5-206号
06-4963-2056

道路設計（土木コンサル）
松山 茂
代表取締役

その他の業務（その他）
大阪府大阪市西区西本町1丁目9番18号
06-6541-0958

農業土木（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

奥村 信一
代表取締役

大阪府大阪市中央区北浜1丁目1番21号
06-6228-3388

田中 正
代表取締役

大阪府大阪市北区西天満五丁目9番11号 総合西天満ビル
06-6363-2676

波多野 聡

兵庫県神戸市中央区生田町1-4-20号 新神戸ビルディング
9階
078-262-8900

建築一般（建設コンサル）
株式会社 都市設計総合研究所

都市計画（土木コンサル）
166 県内

株式会社 都市設計連合

代表取締役
都市景観（土木コンサル）
12 県外
地質調査（地質調査）

都市計画（土木コンサル）

土質コンサル 株式会社
大阪事務所

機械設備積算（建設コンサル）
佐藤 美明
所長

大阪府茨木市玉櫛2丁目18番3号
072-634-6373

滋賀県大津市大将軍三丁目8
番14号

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

411 県外

業者名
株式会社 都市問題経営研究所

都市計画（土木コンサル）
494 県内

作成日：令和02年03月31日

都市再開発（土木コンサル）

株式会社 土地システム研究所

所在地
電話番号

代表者名
北 敏弘
代表取締役

頁：52/76

本社住所（委託のみ表示）

大阪府大阪市中央区瓦町4丁目8番4号
06-6208-2030

交通調査（その他調査等）
境 めぐみ
代表取締役

兵庫県神戸市垂水区高丸4丁目7－19
078-220-3887

泰永 鋭雄
代表取締役

兵庫県加西市玉野町857
0790-27-8638

西村 昭雄
代表取締役

大阪府大阪市中央区南船場2丁目7番14号 大阪写真会館
06-6262-0278

不動産鑑定（補償コンサル）
503 県内

有限会社 トライテック

測量一般（測量）
8 県外

交通調査（その他調査等）
株式会社 トリ設備計画

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）
81 県内

内外エンジニアリング 株式会社
神戸営業所

今井 琢磨
所長

兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1番8号
078-341-3511

京都府京都市南区久世中久
世町1丁目141番地

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）
460 県外

株式会社 内外測技
阪神営業所

河川砂防（土木コンサル）
417 県外

補償土地調査（補償コンサル）

株式会社 内藤建築事務所
大阪事務所

横山 伸幸
所長

大阪府吹田市千里丘上34-710
06-6105-8200

航空測量（測量）
松井 芳一
所長

測量一般（測量）

京都府京都市南区久世中久
世町2丁目103番地
地図の調整（測量）

大阪府大阪市中央区道修町1丁目4番6号 ミフネ道修町ﾋﾞﾙ
06-6203-7110

京都府京都市左京区田中大
堰町182番地

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

464 県内

株式会社 内藤設計
兵庫支店

森本 恭行
支店長

兵庫県小野市上本町240番地の4
0794-62-4757

大阪府大阪市中央区今橋二
丁目2番11号

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

183 県内

業者名
中田不動産鑑定事務所

不動産鑑定（補償コンサル）
235 県内

作成日：令和02年03月31日

補償土地調査（補償コンサル）

長次設計

所在地
電話番号

代表者名
中田 信
代表

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県西宮市甲陽園本庄町6番50-673号
0798-31-0920

補償土地評価（補償コンサル）
長次 昌宏
代表

兵庫県洲本市塩屋1-1-17 アルチザンスクエアD-22
0799-22-1976

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

245 県内

中日本建設コンサルタント 株式会社
神戸事務所
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川野 浩平
所長

兵庫県神戸市北区松宮台1-3-9
078-595-8875

愛知県名古屋市中区錦1丁目
8番6号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

125 県外

中日本航空 株式会社
大阪支店

河川砂防（土木コンサル）
10 県外

株式会社 中山綜合コンサルタント

下水道設計（土木コンサル）
367 県内

航空測量（測量）

河川砂防（土木コンサル）

株式会社 浪速技研コンサルタント
神戸支店

小野 修一
支店長
測量一般（測量）
中山 智支
代表取締役
道路設計（土木コンサル）
齋藤 充嗣
支店長

大阪府八尾市空港2丁目12番地
072-993-7200

愛知県西春日井郡豊山町大
字豊場字殿釜2番地

地図の調整（測量）
和歌山県和歌山市栄谷241番地
073-455-6335
農業土木（土木コンサル）
兵庫県神戸市中央区御幸通4-2-9 ｱﾍﾞﾆｭｰ御幸ﾋﾞﾙ
078-242-2333

測量一般（測量）
大阪府茨木市下穂積1-2-29

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

189 県内

南海カツマ 株式会社
神戸営業所

東 正嘉
所長

兵庫県神戸市中央区元町通6-6-10
078-362-8553

三重県津市上浜町五丁目64
番地6

スポーツ施設設計（土木コンサル）

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

258 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

南海測量設計 株式会社
神戸営業所

所在地
電話番号

代表者名
髙橋 秀一
所長

兵庫県神戸市北区有野町二郎686-9
078-958-7707
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本社住所（委託のみ表示）
愛媛県松山市中村3-1-7

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）
252 県内

株式会社 ニコス
西日本支社

松井 隆典
支社長

兵庫県姫路市岡田256番地の7
079-296-1302

兵庫県豊岡市日高町国分寺
248番地の1

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

458 県内

株式会社 西日本技術コンサルタント
神戸営業所

中尾 要司
所長

兵庫県神戸市中央区生田町2丁目2番2号
078-252-2977

滋賀県草津市矢橋町字御種
子池649番地

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道設計（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

450 県内

株式会社 西日本設計
兵庫事務所

爲國 正悟
所長

兵庫県西宮市大畑町9-2-301
0798-63-6790

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

177 県内

上水道設計（土木コンサル）

株式会社 西日本測量設計コンサルタント

木田 厚
代表取締役

兵庫県西宮市池開町1番35号
0798-46-1151

ニチレキ 株式会社
兵庫営業所

山川 和也
所長

兵庫県姫路市飾磨区中島3059
079-235-5051

二越 文彦
代表取締役社長

大阪府大阪市港区波除三丁目12番4号
06-6586-1123

大阪府大阪市天王寺区寺田
町2丁目5番14号
道路設計（土木コンサル）

測量一般（測量）
505 県内

道路設計（土木コンサル）
74 県外

地質調査（地質調査）

測量一般（測量）

日化エンジニアリング 株式会社

ポンプ場設計（土木コンサル）

東京都千代田区九段北4丁目
3番29号

造成設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

測量一般（測量）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

429 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 日建技術コンサルタント
神戸事務所

所在地
電話番号

代表者名
三隅 文彦
所長
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本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市中央区伊藤町119（大樹生命神戸三宮ﾋﾞﾙ）
078-333-8122

大阪府大阪市中央区谷町6丁
目4番3号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

410 県外

株式会社 日建設計
大阪オフィス

指田 孝太郎
取締役常務執行役員大
阪代表

大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目6番2号
06-6203-2364

東京都千代田区飯田橋二丁
目18番3号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

394 県内

株式会社 日建設計シビル
神戸営業所

杉原 弘一
神戸営業所長

兵庫県神戸市中央区伊藤町110番3
078-333-6802

大阪府大阪市中央区高麗橋4
丁目6-2

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）
303 県外

株式会社 日航コンサルタント
大阪支社

愛須 友行
支社長

大阪府大阪市天王寺区上本町3-2-15
06-6766-6801

広島県東広島市西条中央117-9

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

325 県外

株式会社 日さく
大阪支店

河川砂防（土木コンサル）

地質調査（地質調査）

高橋 克也
執行役員支店長

大阪府吹田市川岸町11番1号
06-6318-0360

埼玉県さいたま市大宮区桜木
町四丁目199番地3

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

357 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 日産技術コンサルタント
神戸事務所

所在地
電話番号

代表者名
井上 恭自
所長

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目4番19号
078-241-1635

本社住所（委託のみ表示）
大阪府大阪市中央区大手前
一丁目2番15号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

456 県内

株式会社 日匠設計
丹波事務所

高橋 忠男
所長

兵庫県丹波市青垣町佐治276-4
0795-87-1202

京都府福知山市昭和新町111

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

182 県内

株式会社 日新技術コンサルタント
神戸出張所

川名 俊一
所長

兵庫県神戸市中央区元町通3丁目17番8号
078-335-8598

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

109 県内

日進測量 株式会社
姫路営業所

測量一般（測量）
306 県内

上水道設計（土木コンサル）

東京都中央区日本橋堀留町
1-5-7
建築一般（建設コンサル）

田上 𠮷久
営業所長

兵庫県姫路市三条町1-31 姫路建設会館5階
079-225-5625

岡山県岡山市中区清水366-2

井本 敏
事務所長

兵庫県神戸市中央区元町通4丁目5番10号
078-362-1780

東京都新宿区西新宿6丁目22
番1号

地図の調整（測量）
株式会社 日水コン
兵庫事務所

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

452 県外

株式会社 日総建
大阪事務所

正田 忠士
所長

大阪府大阪市中央区博労町2丁目1番13号
06-6264-5550

東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目34
番14号

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

292 県内
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株式会社 ＮＩＳＳＯ
神戸営業所

八田 忠伸
所長

兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目7番15号
078-382-0373

不動産鑑定（補償コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

東京都千代田区神田佐久間
町1丁目25番地
補償土地調査（補償コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

375 県外

業者名
日鉄テクノロジー 株式会社
和歌山事業所

振動調査（その他調査等）
523 県外

所在地
電話番号

代表者名
近藤 邦夫
事業所長

和歌山県和歌山市湊1850番地
073-451-2407

騒音調査（その他調査等）

本社住所（委託のみ表示）
東京都千代田区有楽町一丁
目7番1号

大気調査（その他調査等）
大阪府大阪市北区万歳町3番7号
06-6362-2210

日本交通技術 株式会社

栗原 潤

大阪支店

大阪支店長

大阪府大阪市西区靱本町一丁目4番2号（プライム本町ビル 東京都台東区上野七丁目11
ディング）
番1号
06-6479-3520

建築一般（建設コンサル）

道路設計（土木コンサル）

株式会社 日本インシーク
神戸支社

測量一般（測量）
前岡 朗
支社長

振動調査（その他調査等）
兵庫県神戸市灘区灘南通5丁目4番15号
078-871-5611

騒音調査（その他調査等）
大阪府大阪市中央区南本町
三丁目6番14号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

調査（建設コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

481 県外
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田加井 徹
代表取締役

橋梁設計（土木コンサル）
202 県内

水質調査（その他調査等）

株式会社 日展

意匠（建設コンサル）
320 県外

作成日：令和02年03月31日

日本インフラマネジメント 株式会社
関西支店

中山 勝
支店長

大阪府大阪市淀川区野中北一丁目12番39号
06-6398-5232

岡山県岡山市北区田益1388
番地の7

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）
146 県外

株式会社 日本海コンサルタント
関西支店

橋本 浩一
常務取締役支店長

大阪府大阪市中央区南新町1丁目1番1号
06-4790-9811

石川県金沢市泉本町2丁目
126番地

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

92 県外

業者名
一般財団法人 日本環境衛生センター

環境アセスメント（土木コンサル）
206 県内

作成日：令和02年03月31日
所在地
電話番号

代表者名
南川 秀樹
理事長

神奈川県川崎市川崎区四谷上町10番6号
044-288-4896

福田 慎太郎
代表取締役社長

兵庫県西宮市六湛寺町9番16号
0798-35-2200

本社住所（委託のみ表示）

その他の業務（その他）

日本管財 株式会社

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

385 県内

日本技術サービス 株式会社

内田 浩幸
代表取締役

兵庫県神戸市東灘区住吉東町3丁目11番2号
078-841-4585

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

測量一般（測量）

83 県外

一般財団法人 日本気象協会
関西支社

建築一般（建設コンサル）
瀧谷 克幸
支社長

大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号
06-6266-8421

橋梁設計（土木コンサル）
東京都豊島区東池袋三丁目1
番1号

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

190 県内

頁：58/76

日本工営 株式会社
神戸事務所

渡邊 俊幸
所長

兵庫県神戸市中央区海岸通3番地
078-326-2703

東京都千代田区九段北1-146

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

247 県外

一般社団法人 日本公園緑地協会

造園（土木コンサル）
64 県外

都市計画（土木コンサル）
株式会社 日本構造橋梁研究所
大阪支社

橋梁設計（土木コンサル）
326 県外

道路設計（土木コンサル）

公益社団法人 日本交通計画協会

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

有路 信
会長

東京都千代田区岩本町3-9-13 岩本町寿共同ビル
03-5833-8551

緑地・公園（土木コンサル）
木村 淳
執行役員支社長
測量一般（測量）
石川 次男
代表理事
道路設計（土木コンサル）

大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目4番13号
06-7668-0081
地質調査（地質調査）
東京都文京区本郷三丁目23番1号
03-3816-1791

東京都千代田区岩本町3丁目
8番15号

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

327 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

所在地
電話番号

代表者名

一般財団法人 日本消防設備安全センター

門山 泰明
理事長

東京都港区虎ノ門2丁目9番16号
03-3501-7911

日本振興 株式会社
兵庫事務所

坂本 政治
所長

兵庫県姫路市三条町1丁目31
079-280-1742
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本社住所（委託のみ表示）

その他の業務（その他）
415 県内

大阪府泉南市りんくう南浜3-2

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

148 県内

日本水工設計 株式会社
兵庫事務所

植島 祐二
所長

兵庫県神戸市中央区北野町4丁目9番14号
078-242-7337

東京都中央区勝どき三丁目12
番1号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）
155 県外

株式会社 日本設計
関西支社

伊藤 仁志
執行役員支社長

大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号
050-3139-7400

東京都新宿区西新宿二丁目1
番1号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

278 県内

株式会社 日本設備綜合研究所
神戸支所

衛生（建設コンサル）
444 県内

電気（建設コンサル）
日本測地設計 株式会社
神戸営業所

吉田 隆一
支所長

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目5-29
078-252-1262

大阪府大阪市北区西天満5丁
目1番9号

兵庫県神戸市北区藤原台中町6丁目12番6号
078-981-9425

東京都新宿区高田馬場3丁目
23番6号

冷暖房（建設コンサル）
川口 孝臣
所長

下水道設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

321 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

日本都市技術 株式会社
関西支店

所在地
電話番号

代表者名
青木 慎二
支店長

大阪府大阪市浪速区難波中１丁目１２番５号
06-6630-3500
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本社住所（委託のみ表示）
東京都中央区日本橋浜町3丁
目21番1号

下水道設計（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

184 県内

株式会社 日本都市工学設計
神戸営業所

安井 正明
所長

兵庫県神戸市西区春日台6-20-7
078-961-2268

岡山県岡山市石関町1番9号

下水道設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

43 県外

日本物理探鑛 株式会社
関西支店

吉村 修
支店長

大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝1丁目3番24号
06-6777-3517

東京都大田区中馬込二丁目2
番12号

一般財団法人 日本不動産研究所
神戸支所

海野 雅由
支所長

兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号
078-242-5201

東京都港区海岸一丁目2番3
号

地質調査（地質調査）
145 県内

都市計画（土木コンサル）

不動産鑑定（補償コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

485 県内

日本メンテナスエンジニヤリング 株式会社
神戸支店

上水道設計（土木コンサル）
297 県内

水質調査（その他調査等）

株式会社 ニュージェック
兵庫事務所

堀江 卓司
支店長

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目15番1号
078-335-1280

大阪府大阪市北区同心1丁目
7番14号

兵庫県神戸市中央区布引町2-1-7
078-232-7401

大阪府大阪市北区本庄東2丁
目3-20

大気調査（その他調査等）
澁谷 浩司
所長

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

110 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

所在地
電話番号

代表者名

株式会社 ノア技術コンサルタント

石橋 俊英

兵庫営業所

所長

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県姫路市北平野2丁目18-125 しらさぎメモリアル111号 奈良県桜井市大字川合272番
室
地の4
079-287-9304

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

193 県外

株式会社 バウエンジニアリング
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辻村 隆
代表取締役社長

大阪府大阪市中央区北浜東4番33号
06-4791-2880

東條 文典
所長

兵庫県神戸市中央区明石町48番地
078-333-6701

橋梁設計（土木コンサル）
95 県内

パシフィックコンサルタンツ 株式会社
神戸事務所

東京都千代田区神田錦町三
丁目22番地

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

288 県外

橋本技術 株式会社
大阪営業所

河川砂防（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

地図の調整（測量）

その他の業務（その他）

402 県内

株式会社 パスコ
神戸支店

町田 輝次
所長

大阪府大阪市淀川区西三国4-10-8-1011
06-6350-0558

補償土地調査（補償コンサル）
大畑 仁
支店長

航空測量（測量）

兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目1番6号
078-272-3131

滋賀県長浜市高月町東柳野
425
測量一般（測量）
東京都目黒区東山1丁目1番2
号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

不動産鑑定（補償コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

168 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 八州
姫路営業所

所在地
電話番号

代表者名
大寺 武在
所長

兵庫県姫路市安田1丁目68番地の1
079-222-6911

本社住所（委託のみ表示）
東京都江東区木場5丁目8番
40号

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

433 準市

株式会社 ハマコン
阪神支店

地質調査（地質調査）
山本 修次
支店長

兵庫県三田市相生町21番12号
050-7102-2485

兵庫県美方郡浜坂町三谷90
番地1

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

27 県内

株式会社 浜名技術コンサルタント
兵庫事務所

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

279 県内

株式会社 林設計事務所
兵庫事務所

川口 実
所長

兵庫県尼崎市潮江一丁目13-1
06-4960-6121

事業損失（補償コンサル）
畠中 隆吉
兵庫事務所長

補償土地調査（補償コンサル）
兵庫県神戸市灘区王子町1丁目2-13
078-805-3110

大阪府大阪市中央区道修町
二丁目2番6号
補償土地評価（補償コンサル）
大阪府大阪市北区天神橋四
丁目7番13号

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

232 県内

ハラダエンジニアリング 株式会社

原田 博章
代表取締役

兵庫県姫路市中地58番地5
079-296-2778

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

80 県内

株式会社 原田測量設計

原田 和摩
代表取締役
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兵庫県明石市大久保町八木105番地4
078-937-0514

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

427 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 播磨設計コンサルタント
神戸支店

所在地
電話番号

代表者名
福田 文彦
支店長

兵庫県神戸市中央区元町通五丁目2番3-826号
078-995-9657

河川砂防（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

284 県内

播磨地質開發 株式会社

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

交通調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

164 県内

阪急設計コンサルタント 株式会社
神戸営業所

所 博彦
代表取締役

本社住所（委託のみ表示）
兵庫県加古川市野口町良野
1580番地
事業損失（補償コンサル）

兵庫県姫路市城北新町1丁目8番25号
079-282-3232

道路設計（土木コンサル）
村上 雅一
神戸営業所長

測量一般（測量）
兵庫県神戸市兵庫区大開通1-1-1
078-579-3675

地質調査（地質調査）
大阪府大阪市北区芝田一丁
目4番8号

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

測量一般（測量）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

68 県内

株式会社 阪神コンサルタンツ
神戸支店

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

鎭西 昌弘
支店長

兵庫県神戸市灘区深田町四丁目1番1-653号
078-821-1418

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

奈良県奈良市大宮町二丁目4
番25号
測量一般（測量）

地質調査（地質調査）
24 県内

阪神測建 株式会社

四方 克明
代表取締役

兵庫県神戸市中央区楠町六丁目3番11号
078-360-8481

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

442 県内
意匠（建設コンサル）

特定非営利活動法人 阪神文化財建造物研究会
建築一般（建設コンサル）

藤井 成計
代表理事
調査（建設コンサル）
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兵庫県西宮市北名次町7番24号
0798-72-3150

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

295 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 バンス
加西本店

所在地
電話番号

代表者名
藤原 芳巳
加西本店長

兵庫県加西市笹倉町229
0790-44-0367

頁：64/76

本社住所（委託のみ表示）
兵庫県姫路市城北本町７番８
号

河川砂防（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）
504 県外

株式会社 汎設計

意匠（建設コンサル）
199 県外

建築一般（建設コンサル）
株式会社 阪南コーポレーション

都市計画（土木コンサル）
285 県内

測量一般（測量）

株式会社 ピーエムコンサルタント
神戸支店

犬伏 淳
代表取締役

大阪府大阪市中央区谷町3丁目1番25号
06-6949-4951

構造（建設コンサル）
巻野 富勇
代表取締役社長

大阪府羽曳野市野々上3丁目7番23号
072-938-2010

地質調査（地質調査）
竹本 政之輔
支店長

兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目2-5 IN東洋ﾋﾞﾙ5階
078-291-6224

大阪府大阪市中央区本町1丁
目7番7号 WAKITA堺筋本町
ビル4階

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

282 県外

株式会社 ピーピーアイ計画・設計研究所

都市計画（土木コンサル）
88 県外

建築一般（建設コンサル）

内田 善久
代表取締役

大阪府大阪市中央区北浜東2番19号
06-6949-0901

構造（建設コンサル）

ビーム計画設計 株式会社

久保 正美
代表取締役

岐阜県岐阜市加納栄町通7丁目30番地
058-271-9111

株式会社 日立建設設計
西日本支社

山口 一浩
支社長

大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号
06-6228-3011

大西 達之
代表取締役

兵庫県姫路市市之郷町902
079-288-0816

その他の業務（その他）
500 県外

東京都千代田区内神田3丁目
11番7号

建築一般（建設コンサル）
296 県内

株式会社 姫路建築事務所

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

134 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 兵庫エンジニアリング

所在地
電話番号

代表者名
吉森 誉
代表取締役

橋梁設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

公益財団法人 ひょうご環境創造協会

環境アセスメント（土木コンサル）
52 県内

振動調査（その他調査等）

公益社団法人 兵庫県公共嘱託登記土地家屋調査
士協会

秋山 和裕
理事長

本社住所（委託のみ表示）

兵庫県丹波市春日町平松412-1
0795-74-0147

河川砂防（土木コンサル）
71 県内
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航空測量（測量）

兵庫県神戸市須磨区行平町3丁目1番18号
078-735-2737

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

堀 次夫

兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目7番6号

理事長

078-371-4630

石堂 則本
代表理事会長

兵庫県神戸市中央区北長狭通5-5-18
078-381-5425

多田 敏章
会長

兵庫県神戸市中央区下山手通3丁目12番1号 ﾄｱ山手ﾌﾟﾗｻﾞ
807号
078-325-1023

池田 友之
営業所長

兵庫県三田市西相野486番3号
079-568-5817

補償土地調査（補償コンサル）
507 県内

兵庫県森林組合連合会

測量一般（測量）
102 県内

その他の業務（その他）
公益社団法人 兵庫県不動産鑑定士協会

不動産鑑定（補償コンサル）
158 準市

株式会社 兵庫測量設計事務所
三田営業所

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

377 県内

株式会社 兵庫分析センター

環境アセスメント（土木コンサル）

交通調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

85 県外

株式会社 日吉

振動調査（その他調査等）
430 県内

区画整理（土木コンサル）
補償土地調査（補償コンサル）
石井 哲人
代表取締役

水質調査（その他調査等）

平田建築設計 株式会社

造園（土木コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

滋賀県近江八幡市北之庄町908番地
0748-32-5111

騒音調査（その他調査等）
平田 裕之
代表取締役

上水道設計（土木コンサル）
兵庫県姫路市広畑区正門通4丁目10番地の8号
079-236-9446

振動調査（その他調査等）
村田 弘司
代表取締役

兵庫県神戸市兵庫区中道通9
丁目2番5号

大気調査（その他調査等）
兵庫県西宮市戸田町5番16号
0798-36-4510

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

16 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 ファノバ
神戸営業所

所在地
電話番号

代表者名
森川 悟
所長

兵庫県神戸市中央区元町通3丁目17番8号
078-335-2424

建築一般（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

228 県内

株式会社 吹上技研コンサルタント
神戸営業所

中家 望
営業所長

兵庫県神戸市東灘区甲南台2番18号
078-436-0151

本社住所（委託のみ表示）
大阪府大阪市北区梅田一丁
目2番2-1200号
補償土地調査（補償コンサル）
京都府京都市西京区大原野
西境谷町二丁目14番地2

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）
510 県内

水質調査（その他調査等）

福田総合コンサルタント 株式会社
兵庫支社

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

騒音調査（その他調査等）
加藤 均
兵庫支社長

兵庫県尼崎市神田中通3丁目80
06-6430-7704

事業損失（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）
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大阪市中央区北浜一丁目3番
14号
補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）
331 県外

株式会社 富士開発コンサルタント

補償土地調査（補償コンサル）
315 県外

藤井 康之
代表取締役

大阪府茨木市上泉町1-20
072-627-0157

藤田 茂信
代表取締役

大阪府大阪市淀川区東三国1丁目27-1
06-6391-0155

測量一般（測量）

株式会社 藤田建築設計事務所

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

360 県外

フジ地中情報 株式会社
大阪支店

下水道設計（土木コンサル）
467 県内

上水道設計（土木コンサル）

株式会社 二神建築事務所

関野 雄一
支店長

大阪府大阪市淀川区西中島3丁目9番12号
06-6305-6851

航空測量（測量）
川嶋 文代
代表取締役

東京都港区海岸3丁目20番20
号

地図の調整（測量）
兵庫県姫路市安田四丁目100番地
079-288-3321

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

59 県内

株式会社 フタバ設計

坂本 哲也
代表取締役

兵庫県南あわじ市福良甲518-5
0799-52-2662

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

205 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 復建エンジニヤリング
大阪支社

所在地
電話番号

代表者名
仁賀木 康之
支社長

大阪府大阪市淀川区西中島3丁目20番9号
06-6838-3271

本社住所（委託のみ表示）
東京都中央区日本橋堀留町1
丁目11番12号

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

振動調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

124 県外

株式会社 復建技術コンサルタント
関西支店

今道 洋
支店長

大阪府大阪市中央区平野町2丁目4番11号
06-6233-3730

頁：67/76

宮城県仙台市青葉区錦町一
丁目7番25号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）
186 県内

復建調査設計 株式会社
神戸事務所

安倍 政勝
所長

兵庫県神戸市中央区御幸通六丁目1番15号
078-241-5045

広島県広島市東区光町ニ丁
目10番11号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）
301 県内

株式会社 不動産評価システムズ

不動産鑑定（補償コンサル）
118 県内

420 県外
航空測量（測量）

兵庫県加古川市加古川町北在家2240番地
079-426-8188

植田 宗幸
所長

兵庫県神戸市北区有野台7-16-8
078-597-6971

その他の業務（その他）

株式会社 不二設計コンサルタント
兵庫営業所

ポンプ場設計（土木コンサル）

名倉 友樹
代表取締役

下水道設計（土木コンサル）

株式会社 武揚堂
大阪支店
地図の調整（測量）

上水道設計（土木コンサル）
中石 正一
支店長

建築一般（建設コンサル）

大阪府大阪市中央区内本町1丁目2番13号
06-6941-4911

大阪府柏原市安堂町1番29号
大清ﾋﾞﾙ
測量一般（測量）
東京都中央区日本橋3丁目8
番16号

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

161 県外

業者名
株式会社 プラスＰＭ

意匠（建設コンサル）
527 県外

建築一般（建設コンサル）
株式会社 文化財サービス

航空測量（測量）
400 県内

作成日：令和02年03月31日

機械工作物（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

平和測量設計 株式会社

補償土地調査（補償コンサル）
263 県内

大阪府大阪市北区西天満二丁目8番5号
06-6363-6066

調査（建設コンサル）
出口 弘文
代表取締役

京都府京都市伏見区北端町58番地
075-611-5800

中村 浩行
営業所長

兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目9番26号204
078-411-6520

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

航空測量（測量）

福井県福井市渕一丁目1704
番地
補償土地評価（補償コンサル）

測量一般（測量）

藤井 爲之
代表取締役

大阪府枚方市桜丘町28番39-6号
072-805-6262

林 廣一
営業所長

兵庫県神戸市東灘区深江本町2丁目9番10号
078-862-3869

測量一般（測量）

株式会社 ヘッズ
神戸営業所

造園（土木コンサル）
218 県外

木村 讓二
代表取締役

本社住所（委託のみ表示）

測量一般（測量）
株式会社 平和ＩＴＣ
兵庫営業所

営業・特種補償（補償コンサル）
345 県外

所在地
電話番号

代表者名
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都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

大阪府大阪市北区浪花町12
番24号

緑地・公園（土木コンサル）

ペンタフ 株式会社

平田 喜彦
代表取締役

大阪府大阪市北区大淀中1丁目7番10号
06-6458-1231

株式会社 ホクト

秋庭 弘吉
代表取締役

兵庫県朝来市和田山町枚田669-1
079-672-2902

株式会社 北斗エス・イー・シー
関西支店

尾﨑 雅人
支店長

兵庫県丹波篠山市草ノ上211番地
079-558-0875

測量一般（測量）
253 県内
測量一般（測量）
463 県内

三重県津市一身田上津部田
3016番地 ｻﾝﾏﾝｼｮﾝｱｰﾂ山の
手二番館303号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

商業調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

265 県外

道路設計（土木コンサル）
交通調査（その他調査等）

株式会社 北斗測量設計

籾井 実
代表取締役

大阪府茨木市中村町1-37
072-632-8302

株式会社 補償工学研究所

木山 稔
代表取締役

兵庫県神戸市須磨区多井畑字地獄谷12-2 CNCビル303号
078-647-8570

測量一般（測量）
519 県内

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

121 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 前田都市設計
兵庫事務所

所在地
電話番号

代表者名
堂田 隆文
所長

兵庫県神戸市東灘区本山北町2丁目14-19
078-412-3230

本社住所（委託のみ表示）
大阪府大阪市天王寺区清水
谷町7-4 クレオドーレ清水谷

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

332 県内

牧草総合設計 株式会社
神戸支店

四方 博之
支店長

兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目1－8 ITCビル
078-855-3502
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京都府京都市下京区五条通
堀川西入ル柿本町579番地
五条堀川ビル

河川砂防（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）
528 県外

株式会社 桝谷設計
大阪事務所

意匠（建設コンサル）
286 県内

建築一般（建設コンサル）
株式会社 間瀬コンサルタント
神戸営業所

寺下 浩明
取締役大阪事務所長

大阪府大阪市中央区上汐2-2-12 市松ビル
06-6767-3121

奈良県奈良市西ノ京町101番
地の1

兵庫県神戸市北区山田町小部字妙賀5-2
078-595-7871

東京都世田谷区喜多見9-4-7

構造（建設コンサル）
西島 文朗
取締役所長

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）
530 県内

有限会社 松浦興業

松浦 佳世
代表取締役

兵庫県姫路市四郷町東阿保1391-1
079-222-9967

株式会社 松田平田設計
大阪事務所

上村 晋
常務執行役員所長

大阪府大阪市西区西本町1-4-1
06-6536-3701

測量一般（測量）
96 県外

東京都港区元赤坂1-5-17

都市計画（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

355 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 松本コンサルタント
宝塚支店

所在地
電話番号

代表者名
松本 光男
支店長
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本社住所（委託のみ表示）

兵庫県宝塚市御殿山三丁目20番8号
0797-85-3326

徳島県徳島市東吉野町二丁
目24番地6

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

構造（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

275 県外

株式会社 真鍋建築設計事務所

意匠（建設コンサル）
159 県内

建築一般（建設コンサル）
丸一調査設計 株式会社
兵庫支店

真鍋 基夫
代表取締役

大阪府大阪市西区阿波座1丁目11-8
06-6538-0481

構造（建設コンサル）
浦上 則雄
取締役支店長

兵庫県加東市梶原388
0795-42-4649

福井県福井市開発町第20-6

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

371 県内

株式会社 丸尾計画事務所
神戸事務所

橋梁設計（土木コンサル）
44 県外
意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

構造（建設コンサル）
466 県内

都市計画（土木コンサル）

株式会社 丸川建築設計事務所
大阪事務所
調査（建設コンサル）
株式会社 三貴不動産鑑定

前川 拓也
神戸事務所長

兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目7-15 ｸﾞﾛｰﾘｰ山手ﾋﾞﾙ
078-361-6308

道路設計（土木コンサル）
本家 豊彦
大阪事務所長

測量一般（測量）
大阪府大阪市中央区南船場三丁目6番25号
06-6120-8222

兵庫県姫路市小姓町16

交通調査（その他調査等）
岡山県岡山市北区駅前町一
丁目5番18号

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

小南 貴子
代表取締役

兵庫県明石市本町2丁目1番7号 熊本ビル4階
078-917-2950

大浦 英樹
所長

兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2番19号
078-351-7501

不動産鑑定（補償コンサル）
501 県内

三井共同建設コンサルタント 株式会社
神戸事務所

東京都品川区大崎一丁目11
番1号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

41 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

所在地
電話番号

代表者名

三菱電機ビルテクノサービス 株式会社

吉川 正巳
代表取締役

東京都荒川区荒川7-19-1
03-5810-5300

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 株式会社
大阪

和田 寿一
常務執行役員

大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号
06-7637-1500
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本社住所（委託のみ表示）

調査（建設コンサル）
55 県外

東京都港区虎ノ門5丁目11番2
号

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）
147 県外

株式会社 三宅建築事務所

三宅 晃郎
代表取締役

意匠（建設コンサル）
390 県外

建築一般（建設コンサル）
株式会社 宮建築設計

京都府京都市左京区仁王門通川端東入新丸太町37番地の
6
075-761-6025

建築積算（建設コンサル）
宮本 博
代表取締役

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

徳島県徳島市福島1-5-6
088-625-5505

橋梁設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

361 県内

株式会社 宮本設計

瀬尾 武夫
代表取締役

兵庫県宝塚市野上1丁目2番7号（宮本ビル）
0797-71-0431

スポーツ施設設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

1 県内
航空測量（測量）
517 県内

村井測量設計 株式会社
播磨営業所
測量一般（測量）
株式会社 村上建築設計室

西村 政彦
営業所長

兵庫県神崎郡神河町杉112-8
0790-32-2287

福岡県北九州市八幡西区陣
原三丁目15-12

地図の調整（測量）
村上 博通
代表取締役

兵庫県姫路市元塩町120番地
079-288-8828

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

322 県外
意匠（建設コンサル）

株式会社 ムラヤマ
大阪支店
建築一般（建設コンサル）

岸本 一弘
大阪支店長

大阪市西区土佐堀一丁目4番11号 金鳥土佐堀ビル
06-6446-2750

東京都江東区豊洲三丁目2番
24号

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

191 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 ムロガ
川西支店

所在地
電話番号

代表者名
徳井 英実
支店長

兵庫県川西市多田桜木1-7-3-101号
072-721-7525
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本社住所（委託のみ表示）
大阪府豊能郡豊能町余野659
番地

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）

86 県内

明治コンサルタント 株式会社
神戸営業所

足達 克則
所長

兵庫県神戸市中央区熊内通6-3-15
078-222-1185

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

その他の業務（その他）

57 県外

明豊ファシリティワークス 株式会社

大貫 美
代表取締役

北海道札幌市中央区南七条
西一丁目21番地1
道路設計（土木コンサル）

東京都千代田区平河町二丁目7番9号
03-5211-0066

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

343 県内

株式会社 明友技建

河川砂防（土木コンサル）
492 県内
測量一般（測量）
204 県内

橋梁設計（土木コンサル）

株式会社 メーサイ
兵庫事業所
地質調査（地質調査）
株式会社 森エンジニアリング
兵庫営業所

菅野 賢二
代表取締役
道路設計（土木コンサル）
長谷川 剛
取締役所長

兵庫県神戸市中央区海岸通1丁目2-19
078-599-6663
農業土木（土木コンサル）
兵庫県神戸市東灘区森北町1丁目6番18号1
078-436-1311

大阪府吹田市南吹田3丁目13
番3号

兵庫県川西市小戸2-5-15 小戸マンション5階
072-756-7651

群馬県桐生市広沢町6丁目
256番地1

その他の業務（その他）
山田 隆幸
営業所長

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

補償物件（補償コンサル）

測量一般（測量）

488 県外

農業土木（土木コンサル）

株式会社 安井建築設計事務所

都市計画（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

佐野 吉彦
代表取締役社長

大阪府大阪市中央区島町２丁目4番7号
06-6943-1371

上水道設計（土木コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

133 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

八千代エンジニヤリング 株式会社
兵庫事務所

所在地
電話番号

代表者名
村田 達哉
所長
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本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1番15号
078-265-0160

東京都台東区浅草橋5丁目20
番8号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

航空測量（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

振動調査（その他調査等）

水質調査（その他調査等）

騒音調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

土地調査（その他調査等）
344 県内

八幡建設測量 株式会社

八幡 憲治
代表取締役

兵庫県姫路市飾磨区中島1264番地の1
079-234-7500

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

423 県外

株式会社 山下設計
関西支社

筬島 亮
取締役専務執行役員支
社長

大阪府大阪市中央区南船場2丁目3番2号
06-6260-0581

東京都中央区日本橋小網町6
番1号

都市計画（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）
353 県外

株式会社 山田綜合設計

深尾 元詞
代表取締役

大阪府大阪市中央区大手通三丁目1番2号 エスリードビル
大手通
06-4790-0335

泉 裕人
代表取締役社長

大阪府大阪市中央区谷町7丁目1番39-303
06-6761-1244

建築一般（建設コンサル）
84 県外

株式会社 大和建築事務所

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

116 県内

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 山本設計

所在地
電話番号

代表者名
山本 康一郎
代表取締役
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本社住所（委託のみ表示）

兵庫県神戸市中央区二宮町4-11-10
078-231-2921

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

交通調査（その他調査等）

その他の業務（その他）

426 県外

湯浅コンサルタント 株式会社

河川砂防（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

測量一般（測量）

82 県内

株式会社 ＵＲリンケージ
西日本支社兵庫営業所

湯浅 博之
代表取締役

京都府京都市中京区富小路通二条下る俵屋町195
075-241-1825

造園（土木コンサル）
金澤 保文
所長

造成設計（土木コンサル）
兵庫県神戸市垂水区天ノ下町1-1-269
078-647-8232

道路設計（土木コンサル）
東京都中央区日本橋一丁目5
番3号

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

測量一般（測量）

262 県内

株式会社 ユーズ
兵庫支店

片山 智文
支店長

兵庫県姫路市広畑区蒲田4丁目138
079-237-8700

京都府京都市下京区中堂寺
壬生川町8番地の6

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

248 県外

株式会社 ユニオンリサーチ

小笠 博幸
代表取締役

大阪府大阪市西区京町堀1丁目6番2号
06-6446-1801

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

事業損失（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償土地評価（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

補償関連（補償コンサル）

58 県外

株式会社 ユニバァサル設計
西日本支社

横山 尚樹
執行役員

大阪府大阪市北区堂島2丁目2番23号 白雲ビル402B
06-4797-7190

神奈川県相模原市南区旭町
10番17号

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

521 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 横河建築設計事務所
大阪事務所

所在地
電話番号

代表者名
高橋 敏行
取締役所長

本社住所（委託のみ表示）

大阪府大阪市中央区平野町2丁目6番6号
06-6202-4509

東京都品川区上大崎2丁目25
番2号

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

114 県外

株式会社 ヨコタテック

測量一般（測量）
497 県内

小路 博之
代表取締役

大阪府大阪市浪速区桜川1-1-32
06-6877-2666

田中 正二
支店長

兵庫県尼崎市西昆陽1丁目10番7号
06-6434-1851
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地質調査（地質調査）
株式会社 淀川アクテス
尼崎支店

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

大阪府大阪市東淀川区豊新3
丁目25番18号
補償土地調査（補償コンサル）

測量一般（測量）
310 県外

株式会社 ランテック計画事務所

造園（土木コンサル）
451 県外

都市景観（土木コンサル）
ランドブレイン 株式会社
大阪事務所

大原 悟
代表取締役

大阪府大阪市中央区船越町2-4-6 船越センタービル
06-6945-0065

都市計画（土木コンサル）
山北 知
所長

緑地・公園（土木コンサル）
大阪府大阪市西区西本町1丁目3番15号 大阪建大ﾋﾞﾙ
06-6541-2755

東京都千代田区平河町一丁
目2番10号

スポーツ施設設計（土木コンサル）

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

意匠（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

測量一般（測量）

交通調査（その他調査等）

商業調査（その他調査等）

大気調査（その他調査等）

271 県内

株式会社 リオプラン

足立 恵子
代表取締役

兵庫県丹波市青垣町西芦田992-6
0795-87-1156

スポーツ施設設計（土木コンサル）

ポンプ場設計（土木コンサル）

下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

区画整理（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

造成設計（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

営業・特種補償（補償コンサル）

機械工作物（補償コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

補償物件（補償コンサル）

航空測量（測量）

測量一般（測量）

地図の調整（測量）

地質調査（地質調査）

交通調査（その他調査等）

217 県外

株式会社 緑景

瀬川 勝之
代表取締役

大阪府大阪市中央区上汐一丁目4番6号
06-6763-7167

スポーツ施設設計（土木コンサル）

環境アセスメント（土木コンサル）

造園（土木コンサル）

都市景観（土木コンサル）

都市再開発（土木コンサル）

緑地・公園（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

測量一般（測量）

都市計画（土木コンサル）

入札参加資格者名簿（委託）
業者番号

区域区分

172 県外

作成日：令和02年03月31日
業者名

株式会社 類設計室

所在地
電話番号

代表者名
岡田 淳三郎
代表取締役

本社住所（委託のみ表示）

大阪府大阪市淀川区西中島4-3-2
06-6305-6666

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

435 県内

株式会社 レック
神戸営業所

上水道設計（土木コンサル）
194 県内

株式会社 ワイテック

下水道設計（土木コンサル）
212 県内

建築一般（建設コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

若鈴コンサルタンツ 株式会社
兵庫事務所

大杉 幸司
営業所長
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兵庫県神戸市中央区元町通5丁目2番3号
078-954-5552

大阪府茨木市駅前3丁目2番2
号

測量一般（測量）
上山 健一
代表取締役

兵庫県神戸市須磨区神の谷3丁目3番9号
078-791-8757

道路設計（土木コンサル）
鈴木 敏亮
所長

測量一般（測量）
兵庫県神戸市垂水区青山台3-2-18-203
078-747-0572

愛知県名古屋市西区中小田
井五丁目450番地

下水道（シールド工法）（土木コンサル） 下水道設計（土木コンサル）

河川砂防（土木コンサル）

橋梁設計（土木コンサル）

上水道設計（土木コンサル）

都市計画（土木コンサル）

道路設計（土木コンサル）

農業土木（土木コンサル）

建築一般（建設コンサル）

補償土地調査（補償コンサル）

測量一般（測量）

地質調査（地質調査）

63 県内

株式会社 和光設計

筒井 透
代表取締役

兵庫県神戸市兵庫区駅南通2丁目2番1号
078-681-8231

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

266 県内

株式会社 鷲尾建築設計事務所

松本 典子
代表取締役

建築積算（建設コンサル）

兵庫県姫路市飾磨区野田町157番地の1
079-284-1491

意匠（建設コンサル）

衛生（建設コンサル）

機械設備積算（建設コンサル）

建築一般（建設コンサル）

建築積算（建設コンサル）

構造（建設コンサル）

調査（建設コンサル）

電気（建設コンサル）

電気設備積算（建設コンサル）

冷暖房（建設コンサル）

