
　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

15 15 朝日航洋　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区下石井２丁目３番８号

12 12 株式会社　上智 中四国支店 香川県観音寺市古川町７１１－１

13 13 一般社団法人　岡山県森林協会 岡山県岡山市中区高屋２２５－１

11 11 株式会社　都市工学コンサルタント 広島県広島市南区段原山崎２－２－１７

8 8 株式会社　セピオ 岡山県岡山市北区辰巳５－１１０

9 9 株式会社　空間文化開発機構 大阪市中央区大手前１丁目４番１２号

14 14 有限会社　元廣建築設計事務所 広島県尾道市西御所町６番１５号

7 7 オリジナル設計　株式会社 岡山事務所 岡山県岡山市北区桑田町１８－２８

4 4 株式会社　丸川建築設計事務所 高梁事務所 岡山県高梁市正宗町２０３５

5 5 株式会社　設備設計ヤマグチ 岡山県岡山市南区海岸通二丁目１番４０‐１１

10 10 株式会社　バイタルリード 島根県出雲市荻杼町２７４－２

2 2 株式会社　三祐コンサルタンツ 岡山支店 岡山県岡山市北区磨屋町１－６

3 3 株式会社　昭和設計 大阪府大阪市北区豊崎４－１２－１０

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

1 1 株式会社　アークコンサルタント 高梁支店 岡山県高梁市有漢町有漢１６９０

6 6 エボシ技工調査設計　株式会社 岡山支社 岡山県笠岡市絵師３４３－１



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

28 28 パシフィックコンサルタンツ　株式会社 岡山事務所 岡山県岡山市北区柳町１－１－１

29 29 西部技術コンサルタント　株式会社 岡山県岡山市北区問屋町６－１０１

27 27 株式会社　フジタ地質 岡山県岡山市中区雄町４２５－１

24 24 四国環境整備興業　株式会社 愛媛県今治市国分１－１－１８

25 25 株式会社　シーエートラスト 岡山県高梁市段町９８１‐４

30 30 日本インフラマネジメント　株式会社 岡山県岡山市北区田益１３８８－７

23 23 東和環境科学　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区奉還町１－１３－１０

20 20 株式会社　日総建 広島事務所 広島県広島市中区西十日市町９－９

21 21 株式会社　サンワコン 岡山支店 岡山県岡山市北区今３－７－７

26 26 応用地質　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市南区豊成２－２－９

19 19 株式会社　大建設計 広島事務所 広島県広島市中区胡町４－２８

16 16 大旗連合建築設計　株式会社 広島県広島市中区大手町３－８－２４

17 17 株式会社　リフォレスト 岡山県勝田郡勝央町平１２２５－６

22 22 株式会社　阿波設計事務所 岡山支店 岡山県岡山市北区柳町２－６－２５

18 18 阪神測建　株式会社 兵庫県神戸市中央区楠町６－３－１１



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

44 44 復建調査設計　株式会社 岡山支社 岡山県岡山市北区東島田町１－３－５

45 45 設備設計事務所オーエフ 岡山県倉敷市玉島柏島１４９１－１－２０２

43 43 株式会社　潮技術コンサルタント 岡山事務所 岡山県岡山市北区津高７７１－４－１１

40 40 株式会社　エヌ・イーサポート 岡山支店 岡山県岡山市北区中井町２－１－８

41 41 株式会社　浪速技研コンサルタント 中四国支店 岡山県岡山市北区北長瀬表町３－９－２５

39 39 株式会社　日新技術コンサルタント 岡山事務所 岡山県岡山市北区北長瀬表町２－１５－１５

36 36 株式会社　シディック 岡山県津山市新野東５４５

37 37 株式会社　黒川建築設計事務所 高梁支店 岡山県高梁市巨瀬町７９８－１

42 42 株式会社　ウジョウ 岡山県岡山市北区東島田町１－５－２０

35 35 株式会社　光栄技研 岡山県岡山市北区下伊福上町２－４

32 32 株式会社　あい設計

33 33 株式会社　オカコン 岡山県岡山市北区富田町１－２－２１

38 38 株式会社　ノア技術コンサルタント 広島営業所
広島県広島市中区舟入町２番２０号
三栄広島ビル３０５号室

31 31 株式会社　アイ・サポート 岡山県岡山市北区芳賀５３２０番地２

34 34 大地測量　株式会社 岡山県倉敷市幸町９－３３



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

60 60 日本物理深鑛株式会社 中国支店 広島県広島市安佐南区祇園３‐４８‐１３

59 59 基礎地盤コンサルタンツ　株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区今３－１９－１０

56 56 株式会社　日本都市工学設計 岡山県岡山市北区石関町１－９

57 57 株式会社　やなぎ建築設計事務所 岡山県岡山市中区高屋１８３－１

55 55 有限会社　ワークシステム設計事務所 岡山県岡山市中区藤崎６２３番地１

52 52 株式会社　日水コン 岡山事務所 岡山県岡山市北区学南町２－６－５１

53 53 株式会社　石田設計 岡山県倉敷市玉島阿賀崎１－１－１６

58 58 株式会社　ウエスコ 岡山支社 岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５

51 51 サンエー設計　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区横尾６１番地２

48 48 株式会社　木村設計 高梁営業所 岡山県高梁市松山２９７－６

49 49 株式会社　東畑建築事務所 本社オフィス大阪 大阪府大阪市中央区高麗橋２－６－１０

54 54 株式会社　ダック 広島県広島市中区鶴見町４番２５号

47 47 近畿技術コンサルタンツ　株式会社 岡山事務所 岡山県岡山市北区春日町６－１０

50 50 株式会社　創和設計 岡山県岡山市北区野田屋町２－１０－５

46 46 土質工学　株式会社 岡山県岡山市東区豊田１９５



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

75 75 株式会社　三弘建築事務所 兵庫県西宮市本町４－１６

72 72 株式会社　大和技術 岡山県岡山市北区奉還町１－３－１０

73 73 共同設計　株式会社 大阪府大阪市北区西天満５－１０－１４

71 71 株式会社　三水コンサルタント 岡山事務所 岡山県岡山市北区幸町８番２９号

68 68 川崎地質　株式会社 岡山事務所 岡山県岡山市北区柳町１－１－１

69 69 株式会社　ヒロコン 岡山支社 岡山県岡山市北区奥田西町７－３５

74 74 株式会社　アイ・ティー・シー 香川県高松市上林町３０９－１

67 67 株式会社　ジェクト 島根県松江市浜佐田町９３９－３

64 64 株式会社　四航コンサルタント 広島営業所 広島県広島市安佐南区東原１－１６－５－３０５

65 65 株式会社　松尾設計 岡山事務所 岡山県岡山市中区西川原１－１４－２８

70 70 西日本高速道路エンジニアリング中国　株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区横井上１３２８－２

63 63 大栄環境　株式会社 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番２８号

61 61 八千代エンジニヤリング　株式会社 岡山事務所 岡山県岡山市北区駅前町２－５－２４

66 66 ＮＴＣコンサルタンツ　株式会社 中国四国支社 岡山県岡山市北区柳町二丁目２番２３号

62 62 株式会社　エスティマ 岡山県岡山市北区大供２－１３－８



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

88 88 国土情報開発　株式会社 東京都世田谷区池尻２－７－３

89 89 株式会社　荒谷建設コンサルタント 岡山支社 岡山県岡山市北区辰巳２０－１０９

87 87 株式会社　山陽設計 岡山県岡山市中区清水二丁目５番２２号

84 84 株式会社　エブリプラン 岡山営業所 岡山県岡山市北区伊福町３－２－９

85 85 内外エンジニアリング　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区津高４６－２－２０６

90 90 日進測量　株式会社 高梁事務所 岡山県高梁市鍜冶町１４４

83 83 株式会社　エフウォーターマネジメント 岡山営業所 岡山県笠岡市大井南４７－３

80 80 株式会社　梓設計 関西支社 大阪府大阪市北区大淀中１－１－９０

81 81 倉優　株式会社 岡山県倉敷市稲荷町１－４

86 86 大日本コンサルタント　株式会社 岡山事務所 岡山県岡山市北区富田町１－８－８

79 79 株式会社　都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西２－１４－３０

76 76 テクノス　株式会社 岡山県久米郡美咲町原田３１６１－１４

77 77 株式会社　塩飽設計 岡山県笠岡市笠岡４１１０－８

82 82 株式会社　大阪水道工業会研究所 岡山支社 岡山県岡山市中区清水１－６－３２

78 78 株式会社　Ｋ構造研究所 広島県広島市南区金屋町２－１５



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

104 104 株式会社　ＥーＳＹＳＴＥＭ 広島支店 広島県広島市東区光町二丁目１４－１６

105 105 株式会社　オーエスエー 高梁支社 岡山県高梁市段町１０００－１

103 103 中外テクノス　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区西古松２３７－１２６

100 100 三恭コンサルタント　株式会社 岡山県岡山市北区花尻みどり町４－１２２

101 101 株式会社　パスコ 岡山支店 岡山県岡山市北区本町２－５

99 99 株式会社　長大 岡山事務所 岡山県岡山市北区今３－１９－１０

96 96 株式会社　アール・アイ・エー 大阪支社 大阪府大阪市北区堂山町３－３

97 97 株式会社　ウォーターエージェンシー
姫路オペレー
ションセンター

兵庫県姫路市飾磨区三宅１－１５２

102 102 株式会社　佐和測量コンサルタント 岡山県倉敷市中島１４６１－６

95 95 株式会社　プラノーツ 岡山県岡山市東区西大寺上１－１４－１３

92 92 株式会社　大建技術コンサルタンツ 大阪府大阪市中央区南新町１－３－１０

93 93 株式会社　西日本水道センター 大阪支店 大阪府大阪市淀川区宮原２－１０－９

98 98 株式会社　オリンピアコンサルタント 岡山営業所 岡山県苫田郡鏡野町富仲間４４１

91 91 株式会社　環境技術研究所 大阪府大阪市西区阿波座１－３－１５

94 94 株式会社　トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町３－２３



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

120 120 株式会社　オースイエンジニアリング 岡山県岡山市中区円山１４５

119 119 株式会社　エヌエス調査設計 岡山県岡山市北区学南町三丁目９番２３－２号

116 116 株式会社　東和テクノロジー 岡山営業所 岡山県岡山市東区可知２丁目４番８－５号

117 117 株式会社　エーディーオー建築設計事務所 岡山県岡山市北区西古松西町５－６

115 115 株式会社　なんば技研 岡山県倉敷市玉島長尾２１４－１

112 112 株式会社　猪子建築事務所 高梁営業所 岡山県高梁市鉄砲町４９－４

113 113 株式会社　ＮＪＳ 倉敷出張所 岡山県倉敷市阿知１－７－２

118 118 東洋コンサルタント　株式会社 岡山支店 岡山県岡山市南区新保１０７－６

111 111 協同組合　アゴラ 岡山県岡山市北区野田３－１１－２０

108 108 株式会社　日成地質 岡山県岡山市北区大窪１４１

109 109 株式会社　極東技工コンサルタント 中四国支社
岡山県岡山市北区下石井２－１－３
岡山第一生命ビルディング

114 114 株式会社　ＧＩＫＥＮ 岡山県倉敷市西阿知町１４７－１７

107 107 株式会社　ＧＥＮ設計 高梁事務所 岡山県高梁市津川町今津８２２－３

110 110 内海建設コンサルタント　株式会社 岡山県岡山市北区北長瀬本町１３－５４

106 106 株式会社　丹青社 関西支店
大阪府大阪市北区大深町３番１号
グランフロント大阪タワーＢ２４Ｆ



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

135 135 大和不動産鑑定　株式会社 大阪本社 大阪府大阪市西区西本町１‐４‐１

132 132 株式会社　エイト日本技術開発 中国支社 岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１

133 133 有限会社　日本交通流動リサーチ 岡山事務所 岡山県岡山市北区吉備津１１５７ー１８

131 131 株式会社不二設計コンサルタント 大阪府柏原市安堂町１－２９

128 128 株式会社　アイエスコンサルタント 岡山県岡山市北区横井上１６７０－１

129 129 中電技術コンサルタント　株式会社 岡山支社 岡山県岡山市北区東島田町１－８－１０

134 134 有限会社　グリーンコンサルタント 岡山県高梁市落合町阿部２４２１

127 127 株式会社　ベン建築設計 高梁営業所 岡山県高梁市中間町２５

124 124 株式会社　アーキスコープ 岡山県岡山市北区問屋町２６－１０３

125 125 タックコンサルタント　株式会社 高梁営業所 岡山県高梁市正宗町２０３８－５

130 130 株式会社　中央設計技術研究所 岡山事務所 岡山県岡山市北区西古松１丁目２０番２７号

123 123 株式会社　児島技研 岡山県倉敷市児島田の口７－１－２０

121 121 有限会社　住元建築研究所 岡山県倉敷市連島５－１－４８

126 126 森山建設　株式会社 岡山県津山市上横野４２３８

122 122 フジ地中情報　株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区平田１５９－１０４



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

148 148 中央開発　株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区辰巳２２－１０３

149 149 光和測量設計　株式会社 岡山県倉敷市安江３９８－１

147 147 株式会社　エイテック 岡山営業所 岡山県岡山市北区奉還町二丁目８番６号

144 144 株式会社　久米設計 大阪支社 大阪府大阪市中央区本町４丁目３番９号

145 145 ランドブレイン　株式会社 岡山事務所 岡山県岡山市中区住吉町２－４

150 150 株式会社　高山測量設計 高梁支店 岡山県高梁市弓之町４５

143 143 新光技術開発　株式会社 岡山県岡山市中区西川原１－８－１８

140 140 株式会社　松田平田設計 大阪事務所 大阪府大阪市西区西本町１－４－１

141 141 株式会社　ユー・ディ・ディ設計 岡山県岡山市南区泉田１－３－１０

146 146 株式会社　市浦ハウジング＆プランニング 大阪支店 大阪府大阪市北区西天満１－７－２０

139 139 株式会社　浦辺設計 大阪府大阪市中央区北浜２－１－２６　北浜松岡ビル内

136 136 岡山県設備コンサルタント協同組合 岡山県岡山市北区島田本町１－６－３４

137 137 国際航業　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区西古松西町５－６

142 142 昭和　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区天神町１番７号

138 138 株式会社　相互設計事務所 岡山営業所 岡山県岡山市北区清心町１６－１－２０２



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

164 164 有限会社　タニムラ 岡山県高梁市本町２

165 165 有限会社　中桐建築設計事務所 岡山県倉敷市船穂町船穂１４４４－１

163 163 公益財団法人　岡山県環境保全事業団 岡山県岡山市南区内尾６６５－１

160 160 株式会社　日建技術コンサルタント 岡山事務所 岡山県岡山市北区春日町６－１０

161 161 キタイ設計　株式会社 岡山事務所 岡山県倉敷市児島味野６－８－１５

159 159 朝日測量設計コンサルタント　株式会社 岡山県倉敷市大島４８３－５

156 156 株式会社　相互設計 岡山県倉敷市松島１０７５－１

157 157 株式会社　ナガヤマ設備設計 岡山県岡山市南区彦崎２７７９

162 162 株式会社　島田組 大阪府八尾市弓削町南３－２０－２

155 155 倉測建設コンサルタント　株式会社 岡山県倉敷市新田２５２７－６

152 152 アセス　株式会社 岡山支社 岡山県岡山市北区下伊福２丁目６－１

153 153 株式会社　アサヒ地質研究所 岡山県岡山市南区新保１１２１－２

158 158 中日本建設コンサルタント　株式会社 岡山事務所 岡山県岡山市北区磨屋町１０－２０

151 151 株式会社　小西建築設計事務所 広島県尾道市土堂２－８－１１

154 154 エヌエス環境　株式会社 中四国支店 岡山県岡山市南区豊成２－２－９



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

180 180 株式会社　三井Ｅ＆Ｓテクニカルリサーチ 岡山県玉野市玉３－１－１

179 179 公益財団法人　岡山県健康づくり財団 岡山県岡山市北区平田４０８－１

176 176 株式会社　アースクレア 岡山県美作市湯郷３８７－１

177 177 日本工営株式会社 岡山事務所 岡山県岡山市北区昭和町１１‐５

175 175 備前グリーンエネルギー　株式会社 岡山県備前市東片上３９番６

172 172 株式会社　浦野設計 関西支社 大阪府大阪市中央区谷町２－２－２０

173 173 株式会社　イ・エス・エス 東京都文京区小石川１－１－１７

178 178 株式会社　宮﨑建築設計事務所 高梁事務所 岡山県高梁市中間町３－１

171 171 有限会社　建築事務所　双南舎 岡山県高梁市鍛冶町３１

168 168 有限会社　イー・アイ・シー 神奈川県横浜市泉区上飯田町４６７２－１４

169 169 株式会社　ぎょうせい 中国支社 広島県広島市中区三川町２－１０

174 174 株式会社　東鳳電通設計事務所 青森県青森市青葉１－２－１１

167 167 株式会社　乃村工藝社 東京都港区台場２－３－４

170 170 ジェイアール西日本コンサルタンツ　株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区下石井一丁目１番３号

166 166 株式会社　大成コンサルタント　 真庭支店 岡山県真庭市久世２１８５－１５



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

195 195 株式会社　オリエンタルコンサルタンツ 岡山事務所 岡山県岡山市北区奉還町２－８－６

192 192 株式会社　ケーアイケーコンサルタント 岡山県真庭市下河内１０１９－３

193 193 電気興業　株式会社 広島支店 広島県広島市中区西十日市町１０－９

191 191 株式会社　宮建築設計 徳島県徳島市福島１－５－６

188 188 株式会社　サーベイリサーチセンター 岡山事務所 岡山県岡山市北区大供２－１－１

189 189 株式会社　佐藤総合計画 関西オフィス 大阪府大阪市中央区北浜東１－２６

194 194 株式会社　プレック研究所 大阪事務所 大阪市西区靱本町１－１４－１５

187 187 株式会社　綜企画設計 岡山支店 岡山県岡山市北区西古松西町５－６

184 184 エヌ・ティ・ティ・インフラネット　株式会社 中国事業部 広島県広島市南区宇品神田３－１２－１１

185 185 株式会社　玄場建築設計事務所 高梁事務所 岡山県高梁市中原町１３８３－４

190 190 株式会社　アクアプランニング 岡山県岡山市北区野田３－１１－３５

183 183 備北建築コンサルタント一級建築士事務所 岡山県高梁市成羽町成羽３９７２－２

181 181 株式会社　車田建築設計事務所 広島県広島市中区大手町２－５－１１

186 186 株式会社　東京設計事務所 関西支社
大阪府大阪市淀川区西宮原１－８－２９
テラサキ第２ビル

182 182 広建コンサルタンツ　株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区今保６１



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

208 208 株式会社　山下設計 関西支社 大阪府大阪市中央区南船場２－３－２

209 209 株式会社　日産技術コンサルタント 岡山事務所 岡山県岡山市北区野田屋町２－６－２２

207 207 株式会社　環境科学設計 岡山県倉敷市玉島阿賀崎２７７５－３

204 204 大島技術コンサルタント　株式会社 岡山県真庭市蒜山上福田８２９－１

205 205 中央コンサルタンツ　株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋４‐１‐１

210 210 株式会社　グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場１－１７－１１

203 203 三栄建設コンサルタント　株式会社 高梁支店 岡山県高梁市落合町近似２９－１

200 200 サンコーコンサルタント　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区柳町２丁目２番２３号

201 201 中日本航空　株式会社 大阪支店 大阪府八尾市空港２－１２

206 206 日本エクスラン工業（株）
環境エンジニ
アリング事業部

岡山県岡山市東区金岡東町三丁目３番１号

199 199 株式会社　エース 岡山営業所 岡山県玉野市奥玉２－１２－３４

196 196 一般社団法人火葬研 東京都千代田区神田錦町２－５－９

197 197 日本メンテナスエンジニヤリング　株式会社 岡山支店 岡山県岡山市中区赤坂台９－２

202 202 ケイ・エム調査設計　株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区今１丁目１１番１６号
第二西岡山セントラルビル２Ｆ

198 198 株式会社　静環検査センター 岡山営業所 岡山県岡山市北区野田３丁目１１番４８号１０１



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

224 224 株式会社　総合環境計画 岡山事務所 岡山県岡山市北区本町６‐３６

225 225 株式会社　ティ・シー・シー 岡山県岡山市北区本町６－３６

223 223 株式会社　ＧＰＭＯ 岡山事務所 岡山県瀬戸内市長船町八日市上新田５５８番５

220 220 株式会社　オオバ 岡山営業所 岡山県岡山市北区磨屋町９‐３０

221 221 中国電力　株式会社 広島県広島市中区小町４番３３号

219 219 株式会社　ＮＴＴファシリティーズ 中国支店 広島県広島市中区東白島町１４－１５

216 216 株式会社　ＨＥＲ 兵庫県加西市網引町２００１番地３９

217 217 シンワ技研コンサルタント　株式会社 岡山支社 岡山県岡山市北区延友４４７‐１

222 222 株式会社　五星 岡山支店 岡山県岡山市北区錦町１－８

215 215 株式会社　アテナ 島根県松江市内中原町２２６‐３

212 212 株式会社　建設技術研究所 岡山事務所 岡山県岡山市北区柳町１－１－１

213 213 株式会社　アサノ大成基礎エンジニアリング 中四国支社 岡山県岡山市北区奉還町２－８－６

218 218 株式会社　日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央１－１７－９

211 211 フジテクノ　有限会社 岡山県津山市田熊１７８６－３

214 214 株式会社　相和技術研究所 大阪事務所 大阪府大阪市西区南堀江４丁目３番２７－１０８号



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

240 240 株式会社　大広エンジニアリング 広島県広島市西区南観音７－１３－１４

239 239 株式会社　倉森建築設計事務所 岡山県岡山市北区丸の内１－９－３

236 236 アジア航測　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区東島田町１－３－５

237 237 いであ　株式会社 岡山営業所 岡山県岡山市北区中山下一丁目１０番１０号

235 235 株式会社　石本建築事務所 大阪オフィス 大阪府大阪市中央区南本町２－６－１２

232 232 株式会社　オーライズ 岡山県岡山市北区平田１０２－１０５（２Ｆ）

233 233 丸満エネルギー　株式会社 岡山県倉敷市加須山２６８－１

238 238 株式会社　アイ・ディー・エー 大阪事業部 大阪府大阪市中央区島之内１－１７－１２

231 231 セントラルコンサルタント　株式会社 倉敷営業所 岡山県倉敷市二子１７３６－６０

228 228 株式会社　ダイヤコンサルタント 中国支店 広島県広島市安佐南区東原２－８－１４

229 229 株式会社　地域設計 岡山県笠岡市甲弩１９４０

234 234 株式会社　古川コンサルタント 岡山支店 岡山県倉敷市四十瀬３３１番地１７

227 227 日本水工設計　株式会社 岡山事務所 岡山県岡山市北区中仙道５６－１０４

230 230 株式会社　福山コンサルタント 岡山営業所 岡山県岡山市北区幸町６－１７

226 226 株式会社　遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町１－９－１１　大鵬ビル４Ｆ



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

255 255 株式会社　横河建築設計事務所 大阪事務所 大阪府大阪市中央区平野町２‐６‐６

252 252 株式会社　ティーネットジャパン 岡山営業所 岡山県岡山市北区駅前町２－５－２４

253 253 有限会社　アイビーテクノ 岡山県総社市中央６－１６－１１０

251 251 株式会社　丹羽建築設計事務所 岡山県岡山市北区内山下１－４－２１

248 248 株式会社　アルキメディア設計研究所 東京都世田谷区代沢２‐２２‐７

249 249 株式会社　村田相互設計 広島県広島市中区舟入南４－２０－８

254 254 株式会社　アーバン技研 岡山県津山市小田中１４４２－９

247 247 株式会社　内藤建築事務所 広島事務所 広島県広島市東区光町１－１３－２０

244 244 株式会社　安井建築設計事務所 大阪府大阪市中央区島町２－４－７

245 245 株式会社　高建総合コンサルタント 高知県四万十市駅前町２番３号

250 250 ファナテック　株式会社 岡山県美作市楢原下１０３２－２

243 243 興亜開発　株式会社 中国四国支店 岡山県岡山市南区新保６８０－１６

241 241 有限会社　ナラサキシビルエンジニア 岡山県真庭市宮地２５０

246 246 株式会社　アースライズカンパニー 岡山県岡山市北区玉柏２１９１

242 242 大和リース　株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号



　
受理
番号

商号または名称 営業所名称 所在地

令和４・５年度（Ｒ４．６.１～Ｒ６．５.３１）　高梁市測量・建設コンサルタント等登録者名簿（全業者）

岩水開発　株式会社 岡山県岡山市南区福吉町１８－１８

265 265 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 岡山事業所 岡山県岡山市中区原尾島３－１－３

263 263 株式会社　西日本設計 大阪府大阪市天王寺区寺田町２－５－１４

260 260 写測エンジニアリング　株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区今三丁目９番６号

261 261 日本環境分析センター　株式会社 大阪府摂津市千里丘５丁目１６番２１号

268 268 株式会社　ニュージェック 岡山事務所 岡山県岡山市北区富田町１－２－２０

266 266 株式会社　ゼンリン 中四国エリアグループ広島県広島市東区光町１－１０－１９

267 267 株式会社　教育施設研究所 広島事務所 広島県広島市西区楠木町４－１４－２

264 264

259 259 株式会社　綜合設計 岡山県岡山市北区今保１８５－８

256 256 株式会社　気象工学研究所 大阪府大阪市西区京町堀一丁目８番５号

257 257 株式会社　日本インシーク 岡山営業所 岡山県岡山市北区桑田町７－１１

262 262 廣澤測量設計　株式会社 岡山県津山市南新座１２６

258 258 ニチレキ　株式会社 岡山営業所 岡山県倉敷市南畝６－６－８


