
令和３・４年度　建設工事入札参加資格者一覧表

通し番号 商号（名称） 代表者名

1 アーク（株） 古谷　和生
2 （株）アース開発コンサルタント 飯川　松義
3 （株）アール・アイ・エー 岩永　裕人
4 （株）アイ・エス・エス 丸山　明
5 相生エンジニアリング（株） 森脇　克彦
6 アイコオ設計（株） 島田　祐作
7 （株）アイ・コミュニケーション 目次　真司
8 （株）アイ・シー・エム 井村　俊文
9 （株）あい設計 清水　慶典
10 （株）アイ・ティー・シー 堀　修一
11 （株）安芸建設コンサルタント 入江　久夫
12 （株）アクアプランニング 楳田　吉正
13 （株）アコード 福留　純子
14 （株）アサヒテクノリサーチ 加藤　幹夫
15 アジア航測（株） 小川　紀一朗
16 （株）梓設計 杉谷　文彦
17 アセス（株） 松永　誠
18 安部良アトリエ一級建築士事務所 安部　良
19 （株）新居千秋都市建築設計 新居　千秋
20 （株）荒谷建設コンサルタント 荒谷　悦嗣
21 （株）アリックス 柏原　智
22 （株）有馬労働衛生コンサルタント事務所 奥田　和宏
23 （株）阿波設計事務所 瀬尾　忠治
24 安西工業（株） 清水　章弘
25 （株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 藤本　尚伸
26 （株）イ・エス・エス 西谷　保
27 （有）池崎設計 大上　信一
28 （株）石本建築事務所 長尾　昌高
29 （株）イズタコンサルタント 泉田　義博
30 いであ（株） 田畑　彰久
31 （株）イビソク 森　允
32 （株）イミプラン 福岡　保史
33 （株）ウエスコ 松原　利直
34 （株）ウォーターエージェンシー 榊原　秀明
35 （株）ウジョウ 廣瀬　総一郎
36 （有）ウッドサークル 中田　英史
37 宇部興産コンサルタント（株） 森岡　研三
38 ウムヴェルト（株） 平賀　勝秀
39 （株）エイアンドティ建築研究所 増田　裕康
40 （株）エイチテック 岡田　宏
41 （株）エイテック 橘　義規
42 （株）エイト日本技術開発 小谷　裕司
43 （株）エナプラン 奈村　日善
44 （株）エヌ・イーサポート 長田　智久
45 （株）ＮＳＰ設計 岩崎　均
46 （株）ＮＪＳ 村上　雅亮
47 ＮＴＣコンサルタンツ（株） 大村　仁
48 （株）エネ・グリーン 谷川　嘉孝
49 （株）エフウォーターマネジメント 岡本　伸康
50 （株）エフ・ケー・シー 森山　学
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51 （株）エブリプラン 河原　八郎
52 エボシ技工調査設計（株） 仲井　久敏
53 （株）遠藤克彦建築研究所 遠藤　克彦
54 応用地質（株） 成田　賢
55 （株）オオバ 辻本　茂
56 大旗連合建築設計（株） 大旗　祥
57 （株）岡田積算建築設計 岡田　泰司
58 （有）小川設計 小川　誠司
59 （株）小川不動産鑑定 小川　和夫
60 （株）沖本初建築設計事務所 沖本　初
61 （株）オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則
62 オリジナル設計（株） 菅　伸彦
63 （株）オリンピアコンサルタント 長瀬　功一
64 （株）片平新日本技研 保﨑　康夫
65 川崎地質（株） 栃本　泰浩
66 （株）かんこう 越村　雅人
67 管清工業（株） 長谷川　健司
68 （株）感性舎 藤原　正道
69 基礎地盤コンサルタンツ（株） 柳浦　良行
70 キタイ設計（株） 梶　雅弘
71 （株）木下エネルギーソリューションズ 田中　敏彦
72 （株）木下組 田中　敏彦
73 キュートク（株） 武　利寛
74 （株）教育施設研究所 飯田　順一
75 （株）ぎょうせい 成吉　弘次
76 共同設計（株） 飯田　精三
77 （株）協同調査 小坂　弘明
78 （株）協和コンサルタンツ 山本　満
79 （株）極東技工コンサルタント 村岡　基
80 （株）近代設計コンサルタント 衣笠　准一
81 （株）久米設計 藤澤　進
82 （株）グリーンエコ 岡村　雅明
83 グリーン・コンサルタント（株） 荒井　明夫
84 （株）車田建築設計事務所 車田　聡
85 ケイ・エム調査設計（株） 三宅　啓文
86 （株）Ｋ構造研究所 豊田　隆雄
87 （株）建設技術研究所 中村　哲己
88 （株）現代計画研究所 今井　信博
89 現代設計（株） 村重　盛紀
90 建築技術設計（株） 高野　栄一
91 （同）建築設計団ＳＯＵ間 前岡　正伸
92 （株）工栄 田所　千明
93 幸輝測量（有） 原田　奈々美
94 （一財）高度映像情報センター 久保田　了司
95 （有）香山壽夫建築研究所 香山　壽夫
96 （株）ゴエイ 宮野　良章
97 国際航業（株） 土方　聡
98 国土情報開発（株） 羽田　寛
99 （株）コスモリサーチ 築山　邦弘
100 （株）小西建築設計事務所 小西　琢真
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101 （株）サーベイリサーチセンター 藤澤　士朗
102 （株）酒井建築コンサルタント 酒井　俊壮
103 （株）サクシード 本山　隆造
104 さくら建築設計（株） 正木　繁康
105 （株）笹戸建築事務所 小倉　凡
106 （株）佐藤設計 佐藤　慶和
107 （株）佐藤総合計画 細田　雅春
108 （株）三水コンサルタント 山﨑　義広
109 （株）三祐コンサルタンツ 久野　格彦
110 三洋企業（株） 谷本　次郎
111 （株）山陽技術コンサルタント 坂村　雄治
112 （株）サンリーク 小東　雅彦
113 （株）サンワコン 若林　喜久男
114 （株）シアターワークショップ 伊東　正示
115 （株）ＧＫデザイン総研広島 彌中　敏和
116 シーラカンスケイアンドエイチ（株） 堀場　弘
117 ジェイアール西日本コンサルタンツ（株） 土肥　弘明
118 ジェイシィ・プラニング（有） 仙田　静徳
119 （株）ジェクト 宅和　修
120 四国環境整備興業（株） 青野　通久
121 （株）シビル調査設計 元井　康則
122 （株）島田組 岩立　二郎
123 写測エンジニアリング（株） 永露　潔
124 ㈱ジャパンインターナショナル総合研究所 藤原　壮督
125 （株）翔設計 貴船　美彦
126 （株）上智 金木　春男
127 （株）進栄コンサルタント 天田　章
128 （株）進栄不動産鑑定 村永　朋
129 新開発コンサルタント（株） 鈴木　宏昭
130 （株）新東コンサルタント 岩本　猛
131 （株）新広島設計 錦織　亮雄
132 （株）杉田三郎建築設計事務所 杉田　輝征
133 （有）スズカワ設備事務所 鈴川　勝美
134 （株）スリーエスコンサルタンツ 北野　和孝
135 （株）静環検査センター 徳田　茂
136 （株）設備計画 呼坂　政明
137 （株）セトウチ 土肥　真也
138 （株）瀬戸内開発コンサルタント 飯田　昇
139 （株）セリオス 須﨑　恭弘
140 セントラルコンサルタント（株） 木原　一行
141 （株）ゼンリン 高山　善司
142 （株）綜企画設計 原　澄雄
143 総合技研（株） 久保　正裕
144 （株）総合設備コンサルタント 砂川　達也
145 （株）相互設計事務所 花川　泰博
146 第一コンテク（株） 西川　済
147 （株）第一総合エンジニア 上田　清文
148 （株）大建設計 平岡　省吉
149 （株）大広エンジニアリング 正木　普
150 大日本コンサルタント（株） 新井　伸博
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151 ダイホーコンサルタント（株） 法堂　一成
152 （株）ダイヤコンサルタント 野口　泰彦
153 大和コンサル（株） 中嶋　義和
154 大和リース（株） 森田　俊作
155 （株）宝工務店 田中　敏彦
156 （株）ダック 平佐　敬
157 （株）巽設計コンサルタント 光井　謙二
158 （株）谷澤総合鑑定所 眞里谷　和美
159 玉野総合コンサルタント（株） 牧村　直樹
160 （株）地域科学研究所 平井　慎一
161 （株）地域計画工房 藤岡　憲三
162 （株）地域未来研究所 赤田　浩志
163 （同）地質調査技士同友会 升谷　健治郎
164 中央開発（株） 田中　誠
165 （株）中央鑑定所 畠中　政國
166 中央建鉄（株） 平石　雅也
167 中央コンサルタンツ（株） 藤本　博史
168 （株）中央ジオマチックス 田中　尚行
169 （株）中央設計技術研究所 笠松　英昭
170 中外テクノス（株） 福馬　聡之
171 中国開発調査（株） 寺田　博行
172 中国工務（株） 山田　雅昭
173 中国水工（株） 石崎　一雄
174 中国セントラルコンサルタント（株） 前岡　智之
175 中国地下工業（株） 藤原　哲宏
176 中電技術コンサルタント（株） 坪井　俊郎
177 （株）長大 永冶　泰司
178 （株）ティーアンドピィー設計事務所 竹内　謹治
179 （株）テクノスジャパン 垣本　政輝
180 （株）テスコム 石田　繁則
181 （株）テラエンジニヤ 石本　政和
182 電気興業（株） 松澤　幹夫
183 土井一秀建築設計事務所 土井　一秀
184 （株）東京建設コンサルタント 大村　善雄
185 （株）東京設計事務所 狩谷　薫
186 （株）東京ソイルリサーチ 田部井　哲夫
187 （株）東建ジオテック 越智　勝行
188 （株）東光コンサルタンツ 堀　尚義
189 （株）東畑建築事務所 米井　寛
190 東洋コンサルタント（株） 吉郷　高治
191 東和環境科学（株） 平川　剛
192 （株）東和テクノロジー 友田　啓二郎
193 （株）トーア・コンサルタント 川村　裕一
194 （株）トータルメディア開発研究所 山村　健一郎
195 戸川建築事務所 戸川　浩一
196 （株）徳岡設計 徳岡　浩二
197 （株）トクスイ 滝本　佳範
198 都市環境整備（株） 谷本　次郎
199 （株）都市工学コンサルタント 矢野　隆之
200 内外エンジニアリング（株） 池田　正
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201 （株）内藤建築事務所 川本　雄三
202 仲子盛進綜合環境デザイン（株） 仲子　盛進
203 中日本建設コンサルタント（株） 上田　直和
204 （株）中林建築設計事務所 中林　直文
205 （株）浪速技研コンサルタント 青木　寛章
206 南海測量設計（株） 藤村　修作
207 （株）西建設計 重信　豊
208 （株）西日本エイテック 牧　豊
209 西日本高速道路エンジニアリング中国（株） 石橋　彰
210 西日本電信電話（株） 小林　充佳
211 ニシム電子工業（株） 小野　丈夫
212 ニチレキ（株） 小幡　学
213 （株）日建技術コンサルタント 平井　成典
214 （株）日航コンサルタント 愛須　友行
215 （株）日産技術コンサルタント 宮脇　佳史
216 （株）日新技術コンサルタント 柴田　功
217 日進設備工業（株） 岡崎　敏子
218 日進測量（株） 松枝　正剛
219 （株）日水コン 間山　一典
220 （株）日総建 濱田　幸一
221 日特建設（株） 永井　典久
222 日発技研（株） 細田　高弘
223 日本交通技術（株） 大河原　達二
224 （株）日本インシーク 番上　正人
225 （一財）日本環境衛生センター 南川　秀樹
226 日本環境分析センター（株） 中元　章博
227 日本技術サービス（株） 内田　浩幸
228 日本工営（株） 有元　龍一
229 （株）日本構造橋梁研究所 前田　晴人
230 （有）日本交通流動リサーチ 井上　英明
231 （一財）日本消防設備安全センター 門山　泰明
232 日本水工設計（株） 本名　元
233 （株）日本総合科学 近本　肥于
234 日本測地設計（株） 松崎　明毅
235 日本調査（株） 窪田　智光
236 （株）日本都市工学設計 壬生　泰博
237 日本物理探鑛（株） 石田　定
238 （一財）日本不動産研究所 日原　洋文
239 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 田伏　重成
240 （株）日本レップス 川島　幹夫
241 （株）日本漏防コンサルタント 新垣　光勇
242 （株）ニュー技術 高橋　茂樹
243 （株）ニュージェック 吉津　洋一
244 （株）ニュートピアプランニング 藤崎　重則
245 （株）乃村工藝社 榎本　修次
246 （株）バイタルリード 森山　昌幸
247 パシフィックコンサルタンツ（株） 重永　智之
248 （株）パスコ 島村　秀樹
249 （株）ハンシン 木下　秀雄
250 （株）日野原富士コンサルタント 日野原　淨弘
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251 広建コンサルタンツ（株） 元廣　和弘
252 （株）ヒロコン 下花　眞二
253 （一財）広島県環境保健協会 佐藤　均
254 （公社）広島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 松野　正智
255 （一社）広島県森林協会 木山　耕三
256 （公社）広島県不動産鑑定士協会 吉村　明
257 広島県不動産評価システム（同） 村永　朋
258 （一財）広島県まちづくり土地区画整理協会 畠山　和憲
259 広島合同鑑定（株） 三宅　功
260 （有）広島林業調査設計 黒川　賢造
261 （株）広測コンサルタント 瀬尾　公宏
262 フィールドコンサルタント（株） 野津　進
263 （株）福山コンサルタント 福島　宏治
264 フコク電興（株） 林　忠彦
265 富士企業（株） 眞継　昭
266 フジ地中情報（株） 深澤　貴
267 フジテクノ（有） 三好　加納
268 （株）フジヤマ 藤山　義修
269 復建調査設計（株） 來山　尚義
270 （株）不二設計コンサルタント 植田　一男
271 （株）古川コンサルタント 古川　篤
272 （有）ＭａｓＭａｓ 奈村　真理
273 （株）松尾設計 松尾　禎泰
274 （株）松田平田設計 江本　正和
275 （株）丸川建築設計事務所 丸川　眞太郎
276 （株）三上建築事務所 益子　一彦
277 みずえ緑地（株） 正本　大
278 （株）ミズキコンプライアンス 松田　正則
279 （株）水みらい広島 三島　浩二
280 （株）三井開発 三井　崇裕
281 （株）ミネ技術 峯岡　静彦
282 （株）宮建築設計 宮本　博
283 向井不動産鑑定士事務所 向井　弘二
284 （株）無線放送設計事務所 川端　竜美
285 （株）睦設計 久行　好治
286 （株）村田相互設計 村田　正道
287 （株）ムラヤマ 矢倉　俊彦
288 明伸建設コンサルタント（株） 福原　真爾
289 （有）元廣建築設計事務所 元廣　清志
290 （有）森嶋鑑定事務所 根本　哲哉
291 （株）安井建築設計事務所 佐野　吉彦
292 八千代エンジニヤリング（株） 出水　重光
293 （株）山口衛調 山口　尚興
294 （株）やまもと不動産鑑定 山本　隆之
295 （株）Ｕ・Ｔ・エンジニアリング 原口　照章
296 （有）行村設備コンサルタント 行村　茂
297 （株）陽光設備設計事務所 上野　浩司
298 （株）横河建築設計事務所 鈴木　良典
299 （株）横浜コンサルティングセンター 小野寺　恒夫
300 吉田設計（有） 光尾　浩二

6/7



令和３・４年度　建設工事入札参加資格者一覧表

通し番号 商号（名称） 代表者名

301 （株）吉本測量設計 吉本　典章
302 （株）四航コンサルタント 森本　美樹
303 （株）ＬＡＴ環境設計 青木　成夫
304 ラボテック（株） 吉川　惠
305 ランドブレイン（株） 吉武　祐一
306 （株）陸地コンサルタント 佐々木　仁志
307 （株）レーモンド設計事務所 三浦　敏伸
308 （株）和幸設計 今田　裕之
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