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0000010069 一級建築士事務所ウインズ 大阪府八尾市志紀町１丁目１６４‐１ 072-920-5567 072-920-5578 建コ

0000010004 株式会社川測設計 大阪府八尾市東弓削１丁目２２ 072-948-5600 072-949-7799 土コ 測量 建コ

0000010054 グローバルデザイン株式会社 大阪府八尾市東本町１丁目７‐１３ 072-991-9680 072-991-9685 測量

0000010068 株式会社ケーエスプランニング 大阪府八尾市堤町２丁目３０‐１４６ 072-920-4134 072-920-4135 測量

0000010067 三栄測量設計株式会社 大阪府八尾市東本町１丁目７‐１３ 072-943-1613 072-943-1614 測量

0000010005 三立測量株式会社 大阪府八尾市高町２‐２６ 072-922-9958 072-922-9796 測量

0000010060 シロクマ工房一級建築士事務所 大阪府八尾市楽音寺５丁目１０８ 072-941-8168 072-941-8168 建コ

0000010052 株式会社中浜測量設計 大阪府八尾市竹渕西３丁目１９０‐１‐１１０５ 072-924-0043 072-940-6668 測量

0000010012 株式会社パスカコンサルタント 大阪府八尾市八尾木５丁目１６３ 072-929-2270 072-929-2273 土コ 測量

0000010055 株式会社ポラリス 大阪府八尾市山本町南４丁目１‐３ 072-991-3636 072-991-3616 測量

0000010066 株式会社ヤマト測研 大阪府八尾市渋川町６丁目３‐３３‐１０３　エクセルハイツ１ 072-923-8010 072-923-8060 測量

0000010064 株式会社ユーヒ 大阪府八尾市本町２丁目２‐１７‐３０３ 072-249-0337 072-355-8045 測量
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0000010104 アーステクノ株式会社 大阪府堺市中区深井清水町３７６１ 072-278-7771 072-278-7724 地質

0000010105 アーステック株式会社 大阪支店 大阪府豊中市本町３丁目１‐４１‐２０１号 滋賀県 06-6857-5522 06-6857-5544 土コ 測量

0000012089 株式会社アーバントーク 大阪府大阪市中央区谷町１丁目５‐７　ストークビル天満橋２０６ 06-6943-1505 06-6943-1538 建コ

0000012049 株式会社アーバンパイオニア設計 大阪府大阪市北区末広町３‐３ 06-6311-6700 06-6311-6710 土コ 建コ

0000010110 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 東京都 06-6312-9154 06-6312-9167 建コ 土コ

0000012548 アールイーマネジメント株式会社 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目２‐８　トーア紡第２ビル７階 06-6147-7905 06-6147-7906 建コ

0000010113 株式会社ＩＮＡ新建築研究所 西日本支社 大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目５‐３３ 東京都 06-6399-2171 06-6399-2173 建コ 土コ

0000012241 株式会社アイ・エフ建築設計研究所 大阪府大阪市中央区船越町１丁目３‐４ 06-6947-5953 06-6947-0943 建コ

0000012442 株式会社アイコン 大阪府羽曳野市誉田３丁目１４‐１６ 072-959-3330 072-959-3331 土コ 測量

0000012289 アイズ設計株式会社 大阪府堺市堺区栄橋町１丁４‐９ 072-228-7335 072-228-7933 建コ

0000010532 株式会社あい設計 大阪支社 大阪府大阪市北区西天満５丁目１‐９　大和地所南森町ビル２Ｆ 広島県 06-6366-0241 06-6367-8445 建コ

0000010114 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丁目１７‐１２ 群馬県 06-6563-7544 06-6563-7545 土コ 測量

0000010115 株式会社アイテクノ 大阪府大阪市淀川区西中島６丁目７‐８ 06-6889-4551 06-6305-8201 補コ

0000012471 株式会社アイプラス設計事務所 大阪府大阪市中央区常盤町１丁目４‐１２ 06-6910-1203 06-6910-1204 建コ

0000012448 アイレック技建株式会社 西日本営業本部 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２２‐１７ 東京都 06-6443-8109 06-6441-8119 土コ

0000012494 青葉コンサルタント株式会社 大阪営業所 大阪府大阪市中央区瓦町２丁目３‐１０ 和歌山県 06-6203-8185 06-7639-0288 土コ

0000012386 株式会社アクセス 大阪営業所 大阪府大阪市北区天神橋１丁目１９‐１５　大証ビル２０３号 奈良県 06-6351-2199 0745-57-3999 測量

0000010119 株式会社アクタス 大阪府大阪市北区西天満５丁目６‐１０ 06-6312-2771 06-6312-2774 土コ 測量

0000010120 株式会社アコード 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１０‐１４ 06-6445-0557 06-6445-0693 測量 土コ

0000010707 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 関西支社 大阪府大阪市福島区海老江５丁目２‐２ 東京都 06-6456-1531 06-6456-1532 地質 土コ

0000010124 朝日航洋株式会社 西日本空情支社 大阪府吹田市垂水町３丁目３５‐３１ 東京都 06-6338-3321 06-6338-0461 土コ 測量

0000012218 株式会社旭設備計画 大阪府大阪市中央区谷町４丁目４‐１５ 06-6942-6738 06-6942-6734 建コ

0000010127 アジア航測株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区天満橋１丁目８‐３０　ＯＡＰタワー 東京都 06-4801-2230 06-4801-2235 測量 土コ

0000010129 株式会社アスカ 大阪府東大阪市荒本新町４‐１３ 06-6618-7388 06-6618-7390 測量 補コ

0000010131 株式会社梓設計 関西支社 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１‐９０　梅田スカイビルガーデンファイブ 東京都 06-6450-1771 06-6450-1707 建コ 土コ
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0000012486 アセス株式会社 大阪事務所 大阪府大阪市北区梅田２丁目５‐１３　桜橋第一ビル３０４号 岡山県 06-7878-6845 06-7878-6115 土コ 補コ

0000010132 株式会社アテック吉村 大阪府岸和田市岸野町１３‐１６ 072-422-7032 072-438-8960 地質

0000012322 株式会社アルキービ総合計画事務所 大阪府大阪市東住吉区西今川１丁目５‐７　Ｋコート１０１号 06-6714-6635 06-6714-6665 建コ

0000010136 株式会社アルト建築設計事務所 大阪府大阪市北区東天満２丁目６‐８ 06-6357-5351 06-6357-5784 建コ

0000012529 有限会社アルファ建築設計 兵庫県尼崎市東園田町４丁目１４８‐２４ 06-6492-0448 06-6492-4544 建コ

0000010137 株式会社阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町２丁目２‐１２ 06-6631-8837 06-6633-7630 建コ

0000012489 安西工業株式会社 兵庫県神戸市西区上新地３丁目３‐１ 078-967-5530 078-967-5536 測量

0000012022 株式会社Ｅ＆Ｓエンジニアリング 大阪府大阪市港区市岡元町３丁目７‐１０ 06-6585-3020 06-6585-3028 建コ

0000012211 株式会社イースペース設計 大阪府大阪市中央区北久宝寺町１丁目４‐１５ 06-6271-6263 06-6271-4263 建コ

〇 0000012583 株式会社イ・エス・エス 東京都文京区小石川１丁目１‐１７ 03-3813-6817 03-3813-4835 土コ

0000012254 株式会社家永技建 大阪府交野市幾野６丁目１１‐１ 072-810-8810 072-810-8812 測量

0000012439 株式会社池下設計 大阪事務所 大阪府大阪市西区西本町１丁目３‐１５　大阪建大ビル４階 東京都 06-6535-4711 06-6535-4725 建コ

〇 0000012565 株式会社勇コンサルタンツ 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目５‐１２‐８０１ 06-6306-6907 06-6306-6908 地質

0000010001 株式会社井沢設計 八尾営業所 大阪府八尾市南小阪合町５丁目８‐３０ 大阪府 072-998-2723 072-998-2768 土コ 測量

0000010139 株式会社石居設計 滋賀県彦根市野瀬町３７‐１ 0749-26-5688 0749-26-6161 土コ 地質

0000012557 株式会社石橋清志建築設計事務所 大阪府大阪市西区南堀江１丁目１６‐９　ミラベルサウス３１４ 06-6533-4433 06-6533-4418 建コ

0000010141 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丁目６‐１２　サンマリオンＮＢＦタワー 東京都 06-6251-7507 06-6251-7522 建コ 土コ

0000010142 株式会社イシヤマエンジニアリング 大阪府東大阪市永和３丁目７‐２１ 06-6723-2515 06-6727-2938 測量

0000012438 株式会社泉谷設計 大阪府茨木市大手町８‐１３　日本医科薬品株式会社ビルディング４０２号 072-665-4662 072-665-4659 建コ

0000010144 和泉コンサルタント株式会社 大阪府堺市西区菱木４丁２６６５ 072-370-4453 072-370-4454 測量

0000010145 和泉測量設計株式会社 大阪府堺市中区深井北町３１００‐３‐１００ 072-277-6807 072-277-6807 測量

0000010146 株式会社板垣建築事務所 大阪府大阪市浪速区日本橋東２丁目９‐１６ 06-6633-7535 06-6644-4418 建コ

0000010147 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丁目７‐２０ 東京都 06-6361-8480 06-6361-8788 土コ 建コ

0000010406 いであ株式会社 大阪支社 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目２４‐２２ 東京都 06-4703-2812 06-4703-2814 土コ 測量

0000012285 株式会社イビソク 大阪営業所 大阪府大阪市住吉区沢之町２丁目６‐１１‐４０５ 岐阜県 06-6605-1311 06-6605-1322 測量 補コ
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0000012560 株式会社いるか設計集団 大阪営業所 大阪府大阪市中央区瓦町３丁目４‐８　アサヒビル５階 兵庫県 06-6361-0131 078-332-5490 建コ

0000010153 株式会社インテコ 大阪営業所 大阪府大阪市北区天満２丁目１‐２７ 奈良県 06-6881-0670 06-6881-0670 土コ 地質

0000010370 株式会社ウィズテック 大阪支店 大阪府大阪市天王寺区悲田院町８‐２６‐１１１０ 奈良県 06-6772-7003 06-4303-4970 土コ 測量

0000010155 株式会社ウエスコ 関西支社 大阪府大阪市西区南堀江１丁目１８‐４ 岡山県 06-4393-8014 06-4393-8024 土コ 測量

0000012368 株式会社上田茂久建築設計工房 大阪府大阪市北区中津１丁目１２‐３　中津パークビル 06-6359-8235 06-6359-8236 建コ

0000010159 株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目３‐３１‐８０２ 奈良県 06-4392-7285 06-4392-7286 土コ 測量

0000012420 株式会社潮設備コンサルタント 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１８‐３５ 06-6441-0439 06-6441-4011 建コ

0000010163 株式会社器設計 大阪府大阪市中央区安土町１丁目７‐２０ 06-6266-4444 06-4964-1266 建コ

0000010164 株式会社浦野設計 関西支社 大阪府大阪市中央区谷町２丁目２‐２０ 愛知県 06-6944-7706 06-6944-7707 建コ

0000012523 株式会社浦辺設計 大阪府大阪市中央区北浜２丁目１‐２６　北浜松岡ビル内 06-6220-0101 06-6220-0105 建コ

0000012542 ＨＡＤ 和歌山県和歌山市有本２３０‐９ 050-5273-8400 建コ

0000011527 株式会社エイテック 大阪支店 大阪府大阪市北区天満１丁目１６‐８ 東京都 06-6354-1985 06-6354-1984 土コ 測量

0000010168 株式会社エイト日本技術開発 関西支社 大阪府大阪市淀川区野中北１丁目１２‐３９ 岡山県 06-6397-3888 06-6397-5353 土コ 補コ

0000010169 株式会社栄和設計事務所 大阪府大阪市福島区福島５丁目１７‐２１ 06-6452-1651 06-6452-1666 建コ

0000010170 株式会社エース 大阪支社 大阪府大阪市中央区船越町１丁目６‐６ 京都府 06-6943-8918 06-6943-8917 土コ 測量

0000012092 株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１丁目１９‐４ 076-238-1181 076-238-9781 地質

〇 0000012577 株式会社エス・イー・エヌ環境計画室 大阪府大阪市北区鶴野町４‐１１‐１１０６ 06-6373-4117 06-6373-4617 土コ

0000012561 株式会社エス技建 福岡県福岡市博多区住吉４丁目２７‐３　テクノ住吉２０２ 092-432-6117 092-432-6118 土コ 建コ

0000012385 株式会社ＳＤＩイドタセイイチアトリエ 大阪府東大阪市上石切町１丁目１２‐３０ 072-962-1715 072-921-4907 建コ

0000012104 株式会社エス・ティ企画コンサルタント 大阪府堺市堺区北瓦町２丁３‐２２ 072-226-0007 072-226-0008 測量 建コ

0000012186 株式会社エックス都市研究所 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目９‐１ 東京都 06-6195-7464 06-6195-7465 土コ

0000012080 株式会社エヌイーエス 大阪府大阪市北区浪花町１４‐２５ 06-6376-1371 06-6376-3027 土コ 測量

0000012524 株式会社エヌ・イー計測 大阪府東大阪市西堤本通東１丁目１‐１　東大阪大発ビル 06-6782-7097 06-6782-7099 測量

0000012480 株式会社エヌ・イーサポート 大阪支店 大阪府大阪市西淀川区姫島５丁目４‐１０ 広島県 06-6472-9772 06-6472-9779 土コ 測量

0000010913 株式会社ＮＡＣ総建 大阪支店 大阪府泉南市樽井２丁目３１‐１０ 和歌山県 072-447-7111 072-447-7112 土コ 測量
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0000010178 エヌエス環境株式会社 西日本支社 大阪府吹田市垂水町２丁目３６‐２７ 東京都 06-6310-6222 06-6310-7529 土コ 地質

0000010952 株式会社ＮＪＳ 大阪総合事務所 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目１‐３ 東京都 06-7177-0180 06-7177-0186 土コ 地質

0000012276 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 大阪営業所 大阪府豊中市服部寿町２丁目１‐１８ 愛知県 06-6867-6075 06-6867-6076 土コ 測量

〇 0000012573 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区東天満１丁目１‐１９ 東京都 06-6766-4181 06-6766-4188 測量 土コ

0000012488 株式会社エネ・グリーン 大阪支社 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目１‐２０ 広島県 06-4862-7591 06-4862-7592 建コ

0000010179 株式会社エハラ 大阪府東大阪市永和２丁目１３‐９ 06-6730-1500 06-6730-1300 土コ 測量

0000011131 株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所 大阪府大阪市東成区神路１丁目７‐４　コンフォートビル３０１号室 滋賀県 06-6975-7660 06-6975-7661 土コ 地質

0000012271 株式会社エルクコンサルタント 大阪支店 大阪府大阪市中央区南船場１丁目３‐１７ 兵庫県 06-4705-7120 06-4705-7140 土コ 測量

0000012520 株式会社遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町１丁目９‐１１　大鵬ビル４Ｆ 03-6435-9171 03-6435-8141 建コ

0000012436 株式会社遠藤剛生建築設計事務所 大阪府大阪市北区紅梅町３‐４ 06-6356-1250 06-6356-4088 建コ

0000010184 扇コンサルタンツ株式会社 大阪支店 大阪府枚方市田口山３丁目２３‐１２ 兵庫県 072-851-4222 072-851-4222 土コ 測量

0000010185 応用技術株式会社 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４‐１２　梅田センタービル 06-6373-0440 06-6373-0441 土コ 建コ

0000010187 応用地質株式会社 関西事務所 大阪府大阪市淀川区田川北２丁目４‐６６ 東京都 06-6885-6357 06-6885-6379 土コ 地質

0000010189 株式会社オーエス 大阪府堺市堺区西永山園６‐３ 072-221-0205 072-222-4107 測量

0000010191 大阪エンジニアリング株式会社 大阪府大阪市西区九条南２丁目１８‐１６ 06-6581-2815 06-6581-4878 補コ

0000012045 大阪技術管理株式会社 大阪府大阪市浪速区元町１丁目５‐７ 06-6633-1338 06-6633-3886 土コ

〇 0000012582 一般財団法人大阪建築技術協会 大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目２‐７‐５０８ 06-6636-1777 06-6636-9981 建コ

0000010196 株式会社大阪水道工業会研究所 大阪府大阪市北区天神橋３丁目６‐２６ 06-6358-5430 06-6358-5429 土コ 測量

0000012401 株式会社大阪水道総合サービス 大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目２‐７ 06-6633-1100 06-6633-1120 土コ

0000010199 公益財団法人大阪府都市整備推進センター 大阪府大阪市中央区本町１丁目８‐１２ 06-6262-7711 06-6262-7721 土コ 測量

0000012286 有限会社大田建築事務所 大阪支店 大阪府大阪市北区天神橋２丁目５‐２５　若杉グランドビル本館９０６号 兵庫県 06-6135-8011 06-6135-8033 補コ

0000010207 株式会社オオバ 大阪支店 大阪府大阪市中央区淡路町１丁目７‐３ 東京都 06-6228-1350 06-6228-1357 土コ 補コ

0000010208 株式会社小笠原設計 大阪府大阪市中央区北浜東２丁目１９ 06-6944-1468 06-6944-0255 建コ

0000012196 株式会社岡本設計 大阪事務所 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山１丁目２３‐１４‐２０６ 和歌山県 06-6654-5200 06-6654-5201 建コ 補コ

0000010209 株式会社小河建築設計事務所 大阪府大阪市中央区瓦町３丁目３‐７　瓦町ＫＴビル 06-4708-8001 06-4708-8353 建コ
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0000010210 株式会社オキココーポレーション 大阪府大阪市北区国分寺１丁目３‐４ 06-6881-1788 06-6881-1793 地質 土コ

0000010213 株式会社小野設計 大阪事務所 大阪府大阪市北区梅田１丁目２‐２‐３００　大阪駅前第２ビル３階３０２‐１ 兵庫県 06-6453-2345 06-6453-0758 建コ

0000010214 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 関西支社 大阪府大阪市北区中之島３丁目２‐１８　住友中之島ビル 東京都 06-6479-2551 06-6479-2320 土コ 測量

0000010215 オリジナル設計株式会社 大阪事務所 大阪府大阪市中央区瓦町２丁目２‐７ 東京都 06-6223-1200 06-6223-1222 土コ 建コ

0000012445 株式会社オリンピアコンサルタント 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目７‐１８　アストロ新大阪ビル４Ｆ 岐阜県 06-4862-7867 06-4862-7868 土コ 測量

0000012450 株式会社偕設計 大阪府大阪市福島区福島６丁目９‐１１ 06-6451-2743 06-6451-6400 建コ

0000010302 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店 大阪府大阪市北区南森町１丁目２‐２５ 東京都 06-6360-7001 06-6360-7205 土コ 測量

0000012255 株式会社金沢設計事務所 大阪府大阪市天王寺区生玉前町３‐２５ 06-6779-8807 06-6779-8808 建コ

0000010308 川崎地質株式会社 西日本支社 大阪府大阪市西区北堀江２丁目２‐２５ 東京都 06-7175-7700 06-6535-8880 地質 土コ

0000012544 株式会社環境管理センター 名古屋営業所 愛知県名古屋市中区栄２丁目１５‐１０　ＥＳＳＥ　ＳＡＫＡＥ　５Ｄ 東京都 052-229-1081 052-229-1085 土コ

0000010316 環境設計株式会社 大阪事務所 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１７‐１１ 滋賀県 06-4390-8084 06-4390-8085 土コ

0000010317 環境設計株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目４‐２ 06-6261-2144 06-6261-2146 土コ 建コ

0000010321 株式会社かんこう 大阪支店 大阪府大阪市城東区野江１丁目１２‐８ 大阪府 06-6935-6922 06-6935-6965 土コ 測量

0000010322 株式会社関西エンジニヤリング 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西中島６丁目７‐３　第６新大阪ビル３Ｆ 兵庫県 06-6305-5610 06-6305-5610 土コ 測量

0000012209 一般財団法人関西環境管理技術センター 大阪府大阪市西区川口２丁目９‐１０ 06-6583-3262 06-6583-3274 土コ

0000012372 株式会社関西技研 大阪営業所 大阪府羽曳野市誉田３丁目１‐４ 滋賀県 072-956-7008 072-956-7008 土コ 地質

0000010325 関西技術コンサルタント株式会社 大阪府茨木市上中条２丁目１０‐２７ 072-626-0205 072-626-0218 土コ 地質

0000012267 株式会社関西コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町４丁目４‐１５ 06-6949-5700 06-6949-6535 土コ

0000012300 株式会社関西シビルコンサルタント 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目４‐２０ 06-6838-7061 06-6307-5582 測量 土コ

〇 0000012571 株式会社関西総合鑑定所 大阪事務所 大阪府大阪市中央区北浜１丁目１‐２７　グランクリュ大阪北浜５０９号室 京都府 06-6121-3014 06-6228-7114 補コ

0000010331 株式会社関西土木技術センター 大阪支店 大阪府大阪市天王寺区上本町９丁目６‐１５‐２Ｆ‐２ 京都府 06-6775-5575 06-6775-5585 地質

0000010333 カンゼ航測株式会社 大阪府大阪市中央区南船場１丁目７‐８ 06-6261-2398 06-6264-0648 測量

0000010334 株式会社寛設計事務所 大阪府大阪市北区西天満５丁目２‐１８ 06-6364-9282 06-6364-7196 土コ 測量

0000012098 株式会社管総研 兵庫県尼崎市浜１丁目１‐１ 06-6470-6300 06-4960-4560 土コ

0000010328 株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 大阪府大阪市中央区安土町１丁目３‐５ 06-6263-7306 06-6263-7305 土コ 地質
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0000012057 株式会社技研 大阪府大阪市北区天満４丁目１２‐９ 06-6356-3666 06-6356-3789 補コ

0000012323 株式会社技研エンジニアネットワーク 大阪府大阪市中央区南新町２丁目３‐７ 06-4790-7281 06-4790-7282 建コ

0000010337 株式会社技建設計 大阪府大阪市西区立売堀１丁目６‐８ 06-6533-5145 06-6533-5146 建コ

〇 0000012568 株式会社気象工学研究所 大阪府大阪市西区京町堀１丁目８‐５ 06-6441-1022 06-6441-1050 土コ

0000010338 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 関西支社 大阪府吹田市豊津町１２‐３２ 東京都 06-4861-7000 06-4861-7023 土コ 地質

0000010339 キタイ設計株式会社 大阪支社 大阪府高槻市西真上１丁目２７‐３ 滋賀県 072-683-0028 072-683-0128 土コ 建コ

0000012366 株式会社キミコン 関西支店 大阪府吹田市江の木町１７‐３７　リアライズ江坂３０３号室 福井県 06-4860-6590 06-4860-6591 土コ 補コ

〇 0000012595 株式会社教育施設研究所 大阪事務所 大阪府大阪市北区東天満１丁目６‐６ 東京都 06-6354-3960 06-6354-3963 建コ

0000010346 株式会社共栄テック 大阪府吹田市江坂町３丁目１７‐９　山本ビル２０２号 06-6384-5094 06-6339-3264 測量 補コ

0000012431 株式会社京成設計 奈良県奈良市法蓮町４２８‐１　ルミエール新大宮３０１ 0742-34-8088 0742-34-2040 建コ

0000010348 株式会社京都イングス 大阪支社 大阪府大阪市城東区野江１丁目１２‐１９　３Ｆ 京都府 06-6167-9380 06-6167-9381 測量 地質

0000010350 共同設計株式会社 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０‐１４ 06-6364-5836 06-6365-6171 建コ 土コ

0000012052 株式会社橋梁コンサルタント 大阪事業所 大阪府大阪市淀川区宮原１丁目２‐６ 東京都 06-6396-8533 06-6396-8535 土コ 地質

0000010352 株式会社共和技術研究所 大阪府大阪市中央区南船場１丁目６‐１２ 06-6266-3003 06-6266-3366 土コ 測量

0000010353 株式会社協和コンサルタンツ 関西支店 大阪府大阪市北区天神西町５‐１７ 東京都 06-6367-1635 06-6362-0988 土コ 測量

0000010355 協和設計株式会社 大阪府茨木市丑寅２丁目１‐３４ 072-627-9351 072-627-9350 土コ 測量

0000010356 株式会社極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田２丁目３‐２６ 06-6384-7791 06-6338-0630 土コ 測量

0000010194 近畿技術コンサルタンツ株式会社 大阪府大阪市中央区谷町２丁目６‐４ 06-6946-5771 06-6946-5778 土コ 測量

0000012533 一般社団法人近畿建設協会 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７‐３１　大阪マーチャンダイズ・マートビル内 06-6941-3477 06-6947-1083 土コ 補コ

0000010358 株式会社近畿コンサルタント 堺営業所 大阪府堺市北区長曽根町７３４‐４　吉村ビル 和歌山県 072-251-5036 072-251-5067 補コ 土コ

0000010361 近畿設計測量株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島４丁目５‐２２ 滋賀県 06-6886-5881 06-6886-5882 土コ 測量

0000010362 近畿ソイル工業株式会社 大阪府豊中市庄内栄町２丁目１１‐１ 06-6335-1281 06-6335-1282 地質

0000010363 株式会社キンキ地質センター 大阪事務所 大阪府吹田市泉町５‐９‐３８‐５０２ 京都府 06-4798-5520 06-4798-5521 地質

0000012470 近畿都市整備株式会社 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町６８０ 075-361-7950 075-361-7957 測量 土コ

0000012392 株式会社きんそく 京都府京都市南区上鳥羽大溝６ 075-682-7710 075-682-7720 測量 土コ
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0000010366 株式会社近代設計 大阪支社 大阪府大阪市中央区淡路町２丁目６‐１１ 東京都 06-6228-3222 06-6228-3221 土コ 測量

0000012150 株式会社空間創研 大阪事務所 大阪府大阪市北区神山町１‐５　扇町公園ビル６Ｆ 京都府 06-4709-6933 06-4709-6934 土コ 測量

0000012256 株式会社空間デザイン 大阪府吹田市垂水町３丁目２４‐１　シンプレス江坂４０２ 06-6192-8751 06-6192-8752 建コ

〇 0000012581 株式会社工藤建築環境設計室 兵庫県宝塚市雲雀丘２丁目１２‐３５　ハイツ花屋敷マンション２０３号 072-744-2921 072-744-2901 建コ

0000010371 國年上下水道設計株式会社 大阪府大阪狭山市金剛２丁目１１‐１ 072-365-5680 072-367-2590 土コ 測量

0000010372 株式会社久米設計 大阪支社 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 東京都 06-6444-1161 06-6444-1167 建コ 土コ

0000012422 クモノスコーポレーション株式会社 大阪府箕面市船場東２丁目１‐１５ 072-749-1188 072-749-1818 土コ 建コ

0000012282 倉測建設コンサルタント株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区南船場２丁目１‐１０ 岡山県 06-4400-8336 06-6441-7557 土コ 測量

0000012119 株式会社倉田総合鑑定 大阪支社 大阪府大阪市中央区伏見町２丁目３‐７　大拓ビル14 奈良県 06-6201-7840 06-6201-7841 補コ

0000012540 クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社 大阪府大阪市中央区船場中央２丁目２‐５‐２３３ 06-6121-6025 06-6121-6034 土コ

0000012532 株式会社グルンドコンサルタント 大阪営業所 大阪府和泉市府中町２丁目４‐１３ 兵庫県 0725-43-8716 0725-43-8712 地質

0000012559 株式会社グロース 大阪府河内長野市市町４２３‐５ 0721-26-7228 0721-26-7229 測量

0000012343 株式会社ＫＥＩＳＩＮ 大阪府堺市堺区出島町３丁８‐２２ 072-201-2144 072-245-6878 補コ 測量

0000012272 株式会社ケイズ 大阪支社 大阪府大阪市中央区北浜１丁目９‐９ 京都府 06-4708-5215 06-4708-5216 測量

0000012309 株式会社ケイ設計 兵庫県三木市志染町広野１丁目３８ 0794-85-6962 0794-85-6964 建コ 測量

0000012547 計測技研株式会社 兵庫県尼崎市長洲本通１丁目１４‐１ 06-6401-2288 06-6401-2488 土コ 測量

0000012377 Ｋプランニング株式会社 大阪府大阪市中央区瓦町２丁目４‐７ 06-6228-0065 06-6228-0293 建コ

0000012324 ケーエス技建株式会社 大阪府堺市堺区竜神橋町１丁２‐１６ 072-224-0895 072-224-0897 補コ

0000010324 株式会社ＫＫＣ 大阪府大阪市中央区谷町３丁目５‐５ 06-6944-0720 06-6944-0719 土コ 測量

0000012563 株式会社ケー・シー・エス 神戸営業所 兵庫県神戸市中央区浜辺通５丁目１‐１４　神戸商工貿易センタービル 東京都 080-2377-0036 03-6240-0598 土コ

0000010330 株式会社ＫＧＳ 大阪府堺市中区深井清水町３７６１ 072-279-6770 072-279-8231 地質 土コ

0000010384 株式会社ＫＣコンサルタント 大阪営業所 大阪府大阪市中央区北久宝寺町１丁目５‐１ 兵庫県 06-6261-0190 06-6261-0090 補コ

0000012468 有限会社ケース 大阪府大阪市東淀川区西淡路１丁目３‐２６　弥生新大阪第一ビル４０１ 06-6325-2299 06-6325-2254 建コ

〇 0000012594 株式会社ケンセイ 大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目１８‐２２ 06-6323-6781 06-6320-3594 補コ

0000012318 株式会社建設環境研究所 大阪支社 大阪府大阪市中央区南船場１丁目１５‐１４ 東京都 06-6265-8081 06-6265-8082 土コ
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0000012535 株式会社建設環境コンサルティング 大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜東４‐３３ 大阪府 06-4791-3151 06-4791-3122 建コ 土コ

0000012127 株式会社建設技術研究所 大阪事務所 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐７ 東京都 06-6206-5555 06-6206-5678 土コ 建コ

0000012194 株式会社建綜研 大阪府大阪市北区大淀中１丁目８‐５ 06-6454-1630 06-6454-1620 建コ

0000012232 株式会社建築環境計画 大阪府大阪市中央区北浜東２‐１９ 06-6946-9110 06-6946-1766 建コ

〇 0000012579 株式会社ＣＯＲＥ技術研究所 大阪府大阪市北区西天満１丁目２‐５ 06-6367-2122 06-6367-2322 土コ

0000010393 興亜開発株式会社 関西支店 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町３丁１７６ 東京都 072-250-3451 072-250-3457 地質

0000012023 株式会社興亜設計測量 大阪府堺市東区日置荘西町４丁１０‐２４ 072-284-9751 072-284-9769 測量

〇 0000012564 株式会社公園マネジメント研究所 大阪府大阪市中央区谷町２丁目２‐２２ 06-6947-6522 06-6947-6523 土コ

0000012413 株式会社公共補償設計 大阪営業所 大阪府大阪市福島区福島７丁目６‐１７ 和歌山県 06-6345-3339 06-6136-3199 補コ

0000012504 株式会社公共補償リサーチ 和歌山県橋本市慶賀野２８０‐１ 0736-26-5115 0736-37-5116 補コ

0000010396 株式会社上坂設計 大阪府大阪市北区太融寺町３‐２４ 06-6367-1113 06-6367-1114 建コ

0000010399 株式会社構造総合技術研究所 大阪府東大阪市長田東３丁目２‐２７ 06-6748-8880 06-6748-8887 建コ 土コ

0000012460 構造物設計株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島６丁目７‐８ 06-6838-3522 06-6838-3523 土コ

0000012553 株式会社交通システム研究所 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目１‐２０ 06-6101-7001 06-6101-7002 土コ

0000012476 株式会社弘洋コンサルタンツ 大阪支店 大阪府大阪市北区堂島浜２丁目２‐２８　堂島アクシスビル５階 三重県 06-6226-8861 06-6226-8862 土コ 測量

0000010402 晃和調査設計株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目９‐１４ 06-6775-5800 06-6775-5801 土コ 測量

0000010403 国際航業株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区南船場２丁目３‐２（南船場ハートビル） 東京都 06-6266-5931 06-6266-5930 土コ 測量

0000010405 株式会社国土開発センター 大阪支店 大阪府大阪市浪速区大国１丁目２‐２１ 石川県 06-4300-5015 06-4396-7770 土コ 補コ

0000010407 国土工営コンサルタンツ株式会社 大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目６‐１４ 06-6195-3991 06-6990-2222 土コ 測量

0000012028 国土情報開発株式会社 東京都世田谷区池尻２丁目７‐３ 03-5481-3000 03-5481-3030 測量

0000010408 国土防災技術株式会社 大阪支店 大阪府吹田市江坂町１丁目９‐２１ 東京都 06-6155-4839 06-6155-4870 土コ 地質

0000010411 株式会社五星 関西支社 大阪府大阪市東成区中道３丁目１７‐１２ 香川県 06-6977-8771 06-6977-8772 土コ 補コ

0000012034 株式会社小西建築事務所 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２５‐２９ 06-6743-4078 06-6743-4079 建コ

0000010412 株式会社小西設計 大阪府大阪市西区立売堀１丁目１２‐１６ 06-6532-4051 06-6532-1562 建コ

0000012183 株式会社コム建築コンサルタント 大阪営業所 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 奈良県 06-6809-7160 06-6809-7159 補コ
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0000010415 五洋設計株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区上汐２丁目６‐１３ 奈良県 06-6796-9882 06-6796-9883 土コ 測量

0000012257 コンストラクションインベストメントマネジャーズ株式会社 大阪府大阪市中央区内本町２丁目４‐７　大阪U２ビル８階 06-6910-8883 06-6910-8884 建コ

〇 0000012587 株式会社彩都建築設計 奈良県香芝市五位堂６丁目７９‐９ 0745-60-0334 0745-48-1108 建コ

0000012390 株式会社坂倉建築研究所 大阪事務所 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１５‐７ 東京都 06-6443-0021 06-6443-0724 建コ

0000010502 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 東京都 06-6946-7330 06-6946-7336 建コ 土コ

0000010504 株式会社産業工学研究所 大阪府大阪市西区立売堀３丁目１‐１４ 06-6541-5845 06-6532-7777 補コ 測量

0000012179 株式会社三協設計事務所 大阪府大阪市北区西天満５丁目１０‐１７ 06-6364-2015 06-6364-2017 建コ

0000012530 株式会社三建構造 大阪府大阪市福島区福島７丁目１５‐２６ 06-6442-3447 06-6442-3446 建コ

0000010506 株式会社三弘建築事務所 大阪事務所 大阪府大阪市中央区安堂寺町２丁目１‐１０　安堂寺第１７松屋ビル 兵庫県 06-6765-8872 06-6765-8876 建コ

0000010507 サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区博労町３丁目２‐８ 東京都 06-6121-5011 06-6121-5022 土コ 地質

0000010508 株式会社三座建築事務所 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２２‐３８　三洋ビル 06-6443-0051 06-6443-9898 建コ 土コ

0000010509 サンスイコンサルタント株式会社 大阪支店 大阪府堺市南区城山台１丁３０‐２ 京都府 072-284-2637 072-284-2638 土コ 測量

0000010510 株式会社三水コンサルタント 大阪支社 大阪府大阪市北区中之島６丁目２‐４０ 大阪府 06-6447-8181 06-6447-8196 土コ 測量

0000012220 株式会社三省設備設計事務所 大阪府大阪市阿倍野区松崎町４丁目４‐２２　翡翠ビル８Ｆ 06-6629-7371 06-6629-0295 建コ

0000010511 株式会社サン設計事務所 大阪府東大阪市小阪１丁目１３‐１０　ラ・ガール小阪５０５号 06-6784-2390 06-6784-2408 建コ

0000010512 株式会社サンテック 大阪府枚方市南中振１丁目１‐２８ 072-832-5556 072-832-5557 土コ 測量

0000012348 株式会社サンヨーナイス 大阪府東大阪市新家２丁目７‐３ 06-4309-8660 06-4309-8661 測量

0000012281 株式会社サンワコン 関西支店 京都府京都市下京区高辻通室町西入繁昌町２９５‐１ 福井県 075-353-8101 075-353-8033 土コ 補コ

0000010518 株式会社三和綜合コンサル 大阪府大阪市旭区清水１丁目５‐２１ 06-6951-6211 06-6951-6244 補コ

0000010521 株式会社シーイーシー 大阪府大阪市西区新町１丁目３３‐１１ 06-6537-2850 06-6537-2856 土コ 測量

0000012171 株式会社ＣＴＩウイング 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６‐７ 06-6226-1400 06-6226-1404 土コ

0000010523 株式会社シードコンサルタント 大阪支社 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目６‐２ 奈良県 06-6775-5211 06-6775-5216 土コ 測量

0000010387 株式会社ＣＰＣ 大阪府大阪市西区阿波座２丁目１‐１ 06-4300-3200 06-6535-1388 土コ 地質

0000010524 株式会社シービー測量設計事務所 大阪府茨木市駅前４丁目５‐６ 072-627-8555 072-627-5714 土コ 測量

0000010525 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目４‐２０ 06-6303-6971 06-6309-8304 土コ 建コ
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0000010526 株式会社ＪＦＥ設計 大阪営業所 大阪府大阪市北区神山町８‐１　梅田辰巳ビル８階 東京都 06-6315-4705 06-6315-4706 建コ 土コ

0000012541 株式会社ＪＦＤエンジニアリング 大阪府大阪市西区西本町１丁目４‐１　オリックス本町ビル１０階 06-6531-3326 06-6531-3332 地質

0000012408 ジオ・サーチ株式会社 大阪事務所 大阪府吹田市江の木町６‐２４ 東京都 06-6190-6558 06-6190-6559 土コ

0000012265 株式会社ＧＥＯソリューションズ 大阪営業所 大阪府大阪市西区新町３丁目２‐１８　ＴＭビル３Ｆ 兵庫県 06-6536-8013 06-6536-8015 測量 土コ

0000012016 ジオテクニカル株式会社 大阪府松原市田井城４丁目８‐３ 072-333-8311 072-333-8312 測量

0000010531 株式会社ジオテクノ関西 大阪営業所 大阪府大阪市北区天満橋１丁目８‐３０　OAPタワー２９Ｆ 兵庫県 06-4801-0230 06-4801-0240 測量

0000012253 株式会社滋賀測量設計事務所 滋賀県甲賀市甲賀町相模４９０‐１ 0748-88-2093 0748-88-2484 土コ 地質

0000012032 株式会社施設工学研究所 大阪府大阪市北区万歳町４‐１２ 06-6313-3951 06-6313-1064 建コ

0000010536 芝田土質株式会社 大阪府松原市田井城１丁目２３０ 072-332-9022 072-335-3737 地質

0000012484 株式会社四門 奈良支店 奈良県奈良市油阪町１１‐４ 東京都 0742-25-2130 0742-25-2131 補コ

0000010538 株式会社ジャス 大阪府吹田市高野台１丁目６‐８ 06-6833-6611 06-6833-6249 土コ 建コ

0000010539 写測エンジニアリング株式会社 大阪支店 大阪府大阪市天王寺区上本町３丁目２‐１５ 大阪府 06-6768-3141 06-6768-0417 土コ 測量

0000010360 株式会社ジャパックス 大阪支店 大阪府吹田市江坂町１丁目６‐６ 兵庫県 06-6338-3811 06-6338-3821 土コ 測量

0000010540 株式会社修成建設コンサルタント 大阪府大阪市北区野崎町７‐８　梅田パークビル８階 06-6367-3800 06-6367-3805 土コ 測量

0000012510 株式会社ショウエイコンサルタント 大阪府大阪市中央区東平２丁目２‐１３ 06-6767-3123 06-6767-3124 補コ

0000010541 株式会社上智 あわじ支店 兵庫県南あわじ市市福永４５０‐８ 富山県 0799-43-2266 0799-43-2267 測量 補コ

0000010542 昭和株式会社 関西支社 大阪府大阪市淀川区西中島６丁目１‐１ 東京都 06-6307-5123 06-6309-8171 土コ 測量

0000010543 昭和エンジニアリング株式会社 大阪府大阪市中央区内平野町２丁目２‐７ 06-6943-7627 06-6943-1710 土コ 測量

0000010544 株式会社昭和設計 大阪府大阪市北区豊崎４丁目１２‐１０ 06-7174-8777 06-7174-8779 建コ 土コ

0000010545 株式会社昭和設計コンサルタント 大阪府大阪市北区東天満２丁目９‐４ 06-6357-7011 06-4800-8001 土コ 測量

0000012245 伸栄開発株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島１丁目９‐２０ 兵庫県 06-6838-1001 06-6838-1005 土コ 測量

0000010546 株式会社信栄補償設計 大阪府大阪市中央区内本町１丁目２‐１４ 06-6947-1130 06-6947-1250 補コ

0000012106 株式会社新大阪エンジニアリング 大阪府大阪市淀川区西中島４丁目２‐２１　ミツフ新御堂筋ビル 06-6305-2531 06-6305-2538 土コ 測量

0000010547 株式会社新大阪設計事務所 大阪府大阪市住吉区長居東４丁目２‐６　メゾン長居 06-6698-1071 06-6698-1073 建コ 測量

0000010548 新大阪地質株式会社 大阪府大阪市北区国分寺１丁目３‐４ 06-6881-1868 06-6881-1968 地質
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0000010549 新建築設計事業協同組合 大阪府大阪市中央区内平野町１丁目１‐６‐８０５号 06-6947-0570 06-6940-4685 建コ

0000012310 晋光測量株式会社 大阪府大阪市天王寺区上汐３丁目８‐４　プラスビル２１５ 06-6776-9755 06-6776-9757 測量

0000010551 株式会社新洲 大阪支店 大阪府高槻市美しが丘２丁目８‐２２ 滋賀県 072-629-1451 072-629-1460 土コ 測量

0000012516 新都市設計株式会社 大阪事務所 大阪府大阪市中央区本町４丁目８‐１　ＳＤ本町ビル７０２ 埼玉県 06-7878-6612 04-2922-1861 土コ 補コ

0000010553 株式会社新都市二十一 奈良県奈良市二条大路南１丁目２‐７ 0742-33-1577 0742-35-6791 土コ 測量

0000010554 株式会社新土木開発コンサルタント 大阪支店 大阪府箕面市桜ケ丘４丁目６‐１２ 兵庫県 072-720-5530 072-720-5529 土コ 測量

0000012345 株式会社新日本コンサルタント 大阪支店 大阪府大阪市天王寺区堀越町１０‐１２　加藤ビル３階 富山県 06-6773-1769 06-6773-1782 土コ 測量

0000010556 株式会社新日本設備計画 大阪府大阪市中央区備後町３丁目１‐６ 06-6233-8801 06-6233-8857 建コ

0000012365 株式会社森林コンサルタント 大阪府東大阪市水走３丁目５‐２‐３０３ 072-962-0311 072-962-0331 土コ 測量

〇 0000012592 株式会社水工社 大阪府大阪市中央区備後町１丁目６‐１５　明治安田生命備後町ビル 06-6205-0880 06-6205-0990 建コ

0000010562 株式会社杉原設計事務所 大阪事務所 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目８‐１４　犬飼ビル 東京都 06-6304-7186 06-6306-4615 建コ 土コ

0000012275 スキャドロン株式会社 大阪支店 大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目２‐７　あべのメディックス３０１号 奈良県 06-6632-8596 06-6632-8596 土コ 補コ

0000010563 株式会社スペースビジョン研究所 大阪府大阪市中央区大手前１丁目７‐３１ 06-6942-6569 06-6942-6897 土コ

0000010565 株式会社スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４‐１２ 06-6375-5885 06-6375-5890 土コ 測量

0000012141 株式会社西播設計 大阪支店 大阪府大阪市西淀川区佃２丁目１５‐１１ 兵庫県 06-6476-5100 06-6476-4100 補コ 土コ

0000010566 正和設計株式会社 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島４丁目６‐２９ 滋賀県 06-6390-0066 06-6390-0076 土コ 地質

0000010570 株式会社セリオス 大阪府大阪市中央区瓦町２丁目４‐１０ 06-6222-1451 06-6222-1452 土コ 測量

0000012288 泉州測地株式会社 大阪府岸和田市土生町１６１ 072-420-0117 072-420-0118 測量

0000010572 セントラルコンサルタント株式会社 大阪支社 大阪府大阪市北区天満橋１丁目８‐３０ 東京都 06-6882-2130 06-6882-2150 土コ 測量

0000010573 全日本コンサルタント株式会社 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目４‐３８ 06-6646-0030 06-6646-0682 土コ 地質

0000012441 株式会社ゼンリン 関西支社 大阪府大阪市西区川口３丁目３‐９ 福岡県 06-6584-0334 06-6584-0006 測量

0000010576 株式会社ソイルシステム 大阪府大阪市東成区大今里西１丁目８‐３ 06-6976-7788 06-6976-7790 地質

0000012165 株式会社創英設計 大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目９‐２８ 06-6265-5001 06-6265-5008 建コ

0000010577 株式会社綜企画設計 大阪支店 大阪府大阪市中央区南船場２丁目１‐１０ 東京都 06-6265-5630 06-6265-5631 建コ

0000012226 株式会社創建社ディーアンドアール設計 大阪府大阪市中央区平野町３丁目１‐１０ 06-6226-4400 06-6226-4402 建コ



令和４年度　八尾市建設工事等競争入札参加資格者名簿／市外

第１希望 第２希望

令和４年度
新規業者

商号又は名称登録番号
業種

ＦＡＸ番号電話番号本店所在地所在地支店等名称

0000010533 株式会社総合環境計画 大阪支社 大阪府大阪市西区立売堀１丁目３‐１３ 東京都 06-4390-5101 06-4390-5600 土コ 測量

0000012536 株式会社総合鑑定調査 大阪支店 大阪府大阪市浪速区元町２丁目８‐４ 愛知県 06-6563-9531 06-6563-9532 補コ

0000012499 株式会社綜合技術コンサルタント 大阪支社 大阪府大阪市東淀川区東中島３丁目５‐９ 東京都 06-6325-2921 06-6326-2122 土コ 地質

0000010583 株式会社総合計画機構 大阪府大阪市中央区谷町２丁目２‐２２ 06-6942-1877 06-6942-2447 土コ 建コ

0000012084 総合調査設計株式会社 大阪府大阪市北区芝田１丁目１０‐１０ 06-6372-0567 06-6372-0715 土コ 測量

0000012137 株式会社相互技研 大阪府東大阪市荒本北１丁目４‐１７ 06-4309-1560 06-4309-1561 測量

0000012214 株式会社相互設計事務所 大阪営業所 大阪府泉佐野市長滝１６４２ 兵庫県 072-490-2066 072-490-2067 土コ 測量

0000010585 株式会社双星設計 大阪府大阪市北区豊崎２丁目７‐５ 06-6373-2281 06-6371-4261 建コ

0000010587 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３‐２７‐１０８ 東京都 06-6532-2058 06-6532-1048 建コ

0000010701 株式会社第一技術コンサルタント 大阪府大阪市東成区中道３丁目１５‐１６ 06-6976-4503 06-6976-4502 土コ 測量

0000010702 第一建設設計株式会社 大阪府大阪市北区長柄西１丁目３‐１９　第一天六ビル 06-6353-3051 06-6353-3561 土コ 測量

0000012427 第一設計監理株式会社 滋賀県湖南市中央１丁目６ 0748-72-3888 0748-72-5408 土コ 測量

〇 0000012575 株式会社第一総合エンジニア 広島県広島市安佐南区川内２丁目３‐５３‐７ 082-879-0701 082-879-0734 土コ 測量

0000010703 第一復建株式会社 大阪支社 大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目４‐１３ 福岡県 06-6394-8821 06-6394-8844 土コ 測量

0000010704 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丁目３‐１０ 06-6920-6600 06-6920-6601 土コ 測量

0000010705 株式会社大建設計 大阪事務所 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１３‐２０ 大阪府 06-6449-6802 06-6449-6829 建コ 土コ

0000012295 ダイシン設計株式会社 大阪府大阪市住之江区中加賀屋３丁目１０‐１３ 06-6681-8841 06-6681-7288 土コ 測量

0000012395 株式会社大聖ソイルリサーチ 大阪支店 大阪府吹田市岸部北５丁目３９‐１‐１０６ 奈良県 06-6877-2710 06-6877-2719 地質

〇 0000012572 大東建託株式会社 東京都港区港南２丁目１６‐１ 03-6718-9111 03-6718-9281 建コ

0000012087 大日コンサルタント株式会社 大阪支社 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目１２‐８ 岐阜県 06-6838-1355 06-6838-1356 土コ 補コ

0000010712 大日本コンサルタント株式会社 大阪支社 大阪府大阪市中央区南久宝寺町３丁目１‐８ 東京都 06-6121-5501 06-6121-5753 土コ 地質

0000010713 株式会社ダイヤコンサルタント 大阪事務所 大阪府吹田市豊津町５‐３ 東京都 06-7658-5550 06-6339-8447 土コ 地質

0000010714 太洋エンジニアリング株式会社 大阪本社 大阪府大阪市中央区瓦町２丁目３‐１０ 奈良県 06-6202-8655 06-6202-8656 土コ 補コ

0000012379 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丁目４‐１ 大阪府 06-6536-0600 06-6536-7744 建コ 土コ

0000012464 大和リース株式会社 大阪本店 大阪府大阪市中央区備後町１丁目５‐２ 大阪府 06-6229-7900 06-6229-7890 建コ
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0000012330 株式会社ＴＡＵ設計事務所 大阪府大阪市中央区谷町１丁目４‐２　大阪オルガンビル４０３ 06-6809-5996 06-6809-5997 建コ

0000010720 株式会社高橋建築設計事務所 大阪府堺市堺区北瓦町２丁３‐２２ 072-226-1185 072-226-1184 建コ

〇 0000012567 株式会社タクサド 京都府京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町４３６ 075-251-0778 075-251-0788 補コ

0000012528 株式会社匠設計 大阪府大阪市淀川区宮原５丁目１‐２８ 06-6393-7277 06-6393-7276 建コ

0000010725 株式会社谷澤総合鑑定所 大阪府大阪市北区中之島２丁目２‐７ 06-6208-3500 06-6208-3591 補コ

0000010726 玉野総合コンサルタント株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区北浜２丁目６‐２６ 愛知県 06-4706-5511 06-4706-5512 土コ 補コ

〇 0000012591 有限会社田村測量設計 大阪府東大阪市永和２丁目１３‐９ 06-6730-2252 06-6730-2262 測量

0000012015 株式会社壇建築計画事務所 大阪府岸和田市西之内町２７‐５ 072-444-1605 072-443-1138 建コ 土コ

0000010727 株式会社丹青社 関西支店 大阪府大阪市北区大深町３‐１ 東京都 06-6377-5982 06-6377-5992 建コ

0000010729 株式会社地域計画建築研究所 大阪事務所 大阪府大阪市中央区今橋３丁目１‐７　日本生命今橋ビル 京都府 06-6205-3600 06-6205-3601 土コ 建コ

0000010730 株式会社地域経済研究所 大阪府大阪市中央区石町１丁目１‐１　天満橋千代田ビル２号館５階 06-6314-6300 06-6314-6301 建コ 補コ

0000010792 株式会社地域未来研究所 大阪府大阪市北区堂島１丁目５‐１７ 06-4796-8502 06-4796-8509 土コ

0000010733 株式会社地球号 大阪府大阪市中央区北浜東６‐６ 06-6945-7566 06-6945-7595 土コ 建コ

0000012187 株式会社地質情報サービス 大阪府大阪市北区豊崎５丁目５‐４１ 06-6359-0790 06-6373-9208 地質

0000012035 株式会社地盤調査事務所 大阪事務所 大阪府大阪市北区中津３丁目７‐４１ 東京都 06-6373-6550 06-6373-6560 地質 土コ

0000010738 中央開発株式会社 関西支社 大阪府吹田市穂波町１４‐８ 東京都 06-6386-3691 06-6386-5082 土コ 地質

0000012466 株式会社中央技術コンサルタンツ 関西支店 大阪府吹田市江坂町１丁目２３‐１０１ 東京都 06-6170-2657 06-6170-2658 土コ 地質

0000010739 株式会社中央クリエイト 関西支店 大阪府大阪市淀川区西中島１丁目１５‐２ 東京都 06-6889-0015 06-6889-0017 補コ 土コ

0000010741 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丁目１‐１ 愛知県 06-4706-2541 06-4706-2540 土コ 測量

0000010742 株式会社中央設計技術研究所 関西事務所 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２３‐１３　肥後橋ビル３号館１００２号室 石川県 06-6479-2117 06-6479-2118 土コ 地質

0000010744 中央復建コンサルタンツ株式会社 大阪府大阪市東淀川区東中島４丁目１１‐１０ 06-6160-1139 06-6160-1239 土コ 測量

0000010745 株式会社中央不動産鑑定所 大阪支所 大阪府大阪市中央区伏見町２丁目３‐９ 東京都 06-6232-1350 06-6232-1360 補コ

0000012354 中外テクノス株式会社 関西支社 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目１‐５ 広島県 06-4965-0022 06-4965-0023 土コ 建コ

0000010748 株式会社長大 大阪支社 大阪府大阪市西区新町２丁目２０‐６ 東京都 06-6541-5793 06-6541-5485 土コ 建コ

0000012307 株式会社長大テック 大阪支店 大阪府大阪市西区靱本町２丁目３‐２ 東京都 06-7711-1411 06-7711-1412 土コ 測量
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0000010750 株式会社千代田コンサルタント 大阪支店 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目６‐１０　肥後橋渡辺ビル 東京都 06-6441-0665 06-6445-1769 土コ 測量

〇 0000012570 通信土木コンサルタント株式会社 関西支店 大阪府大阪市西区阿波座２丁目１‐１ 東京都 06-6541-6964 06-6532-0981 土コ 測量

0000012511 株式会社通電技術 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区宮原１丁目１‐１ 北海道 06-7662-9103 050-3153-7626 土コ

0000010753 株式会社津田建築研究所 大阪府東大阪市足代北１丁目６‐３ 06-6782-7371 06-6782-7373 建コ

0000012014 株式会社土屋総合設計 大阪府泉佐野市湊４丁目５‐２２ 072-463-2500 072-463-2529 建コ

〇 0000012586 Ｔ・Ｉサーベイ株式会社 大阪府堺市中区深井北町３１００‐３‐１０３ 072-279-5009 072-279-5009 測量

0000010754 株式会社ティーネットジャパン 大阪支社 大阪府大阪市中央区淡路町１丁目６‐２ 香川県 06-6228-6910 06-6228-6916 土コ

0000012474 株式会社ティ・エッチ・エヌ 守口支店 大阪府守口市橋波西之町１丁目８‐２０ 大阪府 06-6993-4582 06-6993-4584 測量

0000012545 株式会社テイケイエンジニアリング 関西支店 大阪府大阪市浪速区元町１丁目１１‐８　２Ｆ 山口県 06-6644-1731 06-6644-1733 土コ 測量

0000012550 株式会社テイコク 大阪支店 大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目１８‐２７ 岐阜県 06-6829-6920 06-6829-6921 土コ 補コ

0000010755 帝人エコ・サイエンス株式会社 関西事業所 大阪府茨木市南目垣１丁目４‐１ 東京都 072-646-5106 072-636-6274 土コ

0000012375 株式会社データ技研 和歌山県和歌山市有家７１‐６ 073-474-0917 073-474-4117 土コ 測量

0000012502 株式会社テクノス電子企画 滋賀営業所 滋賀県長浜市八幡東町２６６‐１ 愛知県 0749-59-3138 0749-59-3138 土コ

0000012252 株式会社手島建築設計事務所 大阪支社 大阪府大阪市淀川区宮原５丁目１‐１８ 東京都 06-6399-2312 06-6399-2316 建コ

0000010759 株式会社テスク 大阪府大阪市中央区谷町５丁目６‐１２ 06-4392-7510 06-4392-7511 土コ 測量

0000012485 株式会社テラノエンジニアリング 株式会社テラノエンジニアリング 大阪府大阪市中央区安土町３丁目２‐２ 大阪府 06-6271-1326 06-6271-0676 土コ

0000010762 天理技研株式会社 大阪営業所 大阪府東大阪市若江東町３丁目４‐３１ 奈良県 06-6730-7700 06-6730-7709 土コ 測量

〇 0000012574 東亜建測株式会社 大阪支店 大阪府大阪市天王寺区国分町１７‐１５ 兵庫県 06-6779-3151 06-6779-3172 地質 測量

0000010765 株式会社東京建設コンサルタント 関西本社 大阪府大阪市北区天満橋１丁目８‐６３　トーケン大阪ビル 東京都 06-7636-1152 06-7636-1153 土コ 地質

0000010766 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丁目８‐２９　テラサキ第２ビル 東京都 06-6398-1301 06-6398-1308 土コ 建コ

0000010767 株式会社東京ソイルリサーチ 関西支店 大阪府吹田市垂水町３丁目２７‐１０ 東京都 06-6384-5321 06-6386-1244 土コ 地質

0000010769 株式会社東建ジオテック 大阪支店 大阪府堺市西区宮下町１２‐１９ 埼玉県 072-265-2651 072-263-7434 地質 土コ

0000010770 株式会社東光コンサルタンツ 大阪支店 大阪府大阪市西区西本町１丁目３‐１５ 東京都 06-6541-7782 06-6541-7722 土コ 測量

0000012469 東日設計コンサルタント株式会社 関西支店 大阪府大阪市浪速区難波中１丁目１３‐１７　ナンバ辻本ビル２Ｆ 岩手県 06-6647-5115 06-6647-5116 土コ 測量

0000010771 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丁目６‐１０ 大阪府 06-6202-0391 06-6223-1474 建コ 土コ
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0000012338 株式会社東峯技術コンサルタント 大阪府大阪市浪速区幸町１丁目２‐２１　トーホービル 06-6567-2690 06-6567-2790 土コ

0000012311 東邦地水株式会社 大阪支社 大阪府大阪市北区同心２丁目４‐１７ 三重県 06-6353-7900 06-6353-7905 地質

0000010774 東洋技研コンサルタント株式会社 大阪府大阪市淀川区新北野１丁目１４‐１１ 06-6886-1081 06-6886-1080 土コ 測量

0000010775 東洋検査工業株式会社 大阪支店 大阪府堺市西区浜寺石津町西４丁７‐７ 和歌山県 072-245-5013 072-245-0826 測量

0000010777 株式会社東洋建築設計事務所 大阪府大阪市天王寺区上本町５丁目２‐１４ 06-6768-2020 06-6768-5627 補コ

0000012341 株式会社東和テクノロジー 関西支店 大阪府大阪市淀川区木川東２丁目４‐１０ 広島県 06-6309-3300 06-6309-3399 土コ 建コ

〇 0000012569 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 03-3221-5558 03-3221-5521 建コ

0000010782 株式会社トーニチコンサルタント 西日本支社 大阪府大阪市北区万歳町３‐２０ 東京都 06-6316-1491 06-6316-0127 土コ 測量

0000012433 株式会社トクオ 大阪事務所 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目９‐１　新大阪花村ビル６０２ 愛知県 06-6307-1090 06-6307-1091 建コ

0000010783 株式会社徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５‐１４ 06-6910-7178 06-6910-7179 建コ

〇 0000012566 株式会社トクナガエンジニアリング 大阪支店 大阪府大阪市福島区吉野３丁目２７‐１４　東亜ビル４０５号室 兵庫県 06-6136-8583 06-6136-4336 土コ 測量

0000010789 株式会社都市環境設計 大阪府大阪市浪速区恵美須西２丁目１４‐３０ 06-6636-2811 06-6636-6555 建コ

0000012363 一般財団法人都市技術センター 大阪府大阪市中央区船場中央２丁目２‐５‐２０６ 06-4963-2056 06-4963-2087 土コ 測量

0000010790 株式会社都市空間研究所 大阪府大阪市西区西本町１丁目９‐１８ 06-6541-0958 06-6541-0923 土コ 建コ

0000012154 株式会社都市・計画・設計研究所 大阪事務所 大阪府大阪市北区天満４丁目３‐５　中之島岡田ビル 兵庫県 06-6351-2756 06-6358-6081 土コ 建コ

0000012208 株式会社都市設計連合 兵庫県神戸市中央区生田町１丁目４‐２０　新神戸ビルディング９階 078-262-8900 078-262-8910 土コ 建コ

0000012458 株式会社土質工学 大阪事務所 大阪府大阪市浪速区難波中３丁目７‐１７‐９１０ 滋賀県 06-6684-9807 06-6684-9808 地質

0000012514 株式会社都市問題経営研究所 大阪府大阪市中央区瓦町４丁目８‐４ 06-6208-2030 06-6208-2040 土コ

0000012152 有限会社冨田測量設計 大阪府大東市深野４丁目１３‐２ 072-800-3100 072-800-3103 測量

0000012093 株式会社トリ設備計画 大阪府大阪市中央区南船場２丁目７‐１４　大阪写真会館 06-6262-0278 06-6262-5580 建コ

0000010901 内外エンジニアリング株式会社 大阪支社 大阪府大阪市中央区高麗橋１丁目６‐１０ 京都府 06-6221-3081 06-6221-3083 土コ 測量

0000012487 株式会社内外測技 京都府京都市南区久世中久世町１丁目１４１ 075-924-3773 075-924-3774 測量 補コ

0000010902 株式会社内藤建築事務所 大阪事務所 大阪府大阪市中央区道修町１丁目４‐６　ミフネ道修町ビル 京都府 06-6203-7110 06-6203-7122 建コ

0000012315 株式会社内藤設計 大阪府大阪市中央区今橋２丁目２‐１１ 06-6223-5850 06-6223-5851 建コ

0000010903 株式会社中尾建築事務所 大阪府泉佐野市市場東２丁目２９８‐２ 072-462-6401 072-462-6311 建コ
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0000010905 中日本建設コンサルタント株式会社 大阪事務所 大阪府大阪市中央区内本町１丁目３‐５ 愛知県 06-4794-7001 06-4794-7724 土コ 測量

0000010906 中日本航空株式会社 大阪支店 大阪府八尾市空港２丁目１２ 愛知県 072-993-7200 072-928-6350 測量 土コ

0000010909 株式会社中山綜合コンサルタント 大阪支店 大阪府泉南郡岬町淡輪４８４０‐２ 和歌山県 072-488-2737 072-488-2738 測量 土コ

0000010910 株式会社浪速技研コンサルタント 大阪府茨木市下穂積１丁目２‐２９ 072-623-3695 072-626-7649 土コ 測量

〇 0000012585 株式会社奈良地質 美原営業所 大阪府堺市美原区阿弥１０７‐２ 奈良県 072-362-6410 072-362-6412 地質

0000012263 南海測量設計株式会社 神戸営業所 兵庫県神戸市北区有野町二郎６８６‐９ 愛媛県 078-958-7707 078-958-7722 測量 土コ

0000010917 株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所 大阪府大阪市西区南堀江１丁目１８‐４　ＯｓａｋａＭｅｔｒｏ南堀江ビル 滋賀県 06-4393-8712 06-4393-8713 土コ 測量

0000012446 株式会社西日本建技 大阪府大阪市中央区内本町２丁目１‐１３ 06-6966-0855 06-6966-0881 土コ 測量

0000010918 株式会社西日本設計 大阪府大阪市天王寺区寺田町２丁目５‐１４ 06-6772-9161 06-6772-9165 土コ 測量

0000012552 西畑測量設計株式会社 大阪南事務所 大阪府羽曳野市羽曳が丘西５丁目７‐３０ 和歌山県 072-956-5636 072-956-6876 土コ 測量

0000012414 ニチレキ株式会社 関西支店 大阪府大阪市淀川区新高２丁目５‐３５ 東京都 06-6392-0051 06-6391-2615 測量 土コ

0000010921 日化エンジニアリング株式会社 大阪府大阪市港区波除３丁目１２‐４ 06-6586-1123 06-6586-1127 土コ 測量

0000010923 株式会社日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町６丁目４‐３ 06-6766-3900 06-6766-3910 土コ 測量

0000010924 株式会社日建設計 大阪オフィス 大阪府大阪市中央区高麗橋４丁目６‐２ 東京都 06-6203-2364 06-6232-3997 建コ 土コ

0000012144 株式会社日建設計総合研究所 大阪オフィス 大阪府大阪市中央区今橋４丁目３‐１８ 東京都 06-6226-0609 06-6226-0610 土コ

0000010927 株式会社日航コンサルタント 大阪支社 大阪府大阪市天王寺区上本町３丁目２‐１５ 広島県 06-6766-6801 06-6766-6802 測量 土コ

0000010930 株式会社日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区大手前１丁目２‐１５ 06-6944-0669 06-6944-3414 土コ 測量

0000012387 株式会社日照技術コンサルタント 京都府宇治市槇島町月夜３‐２ 0774-22-7137 0774-22-4220 土コ 測量

0000010931 株式会社日匠設計 大阪府松原市阿保１丁目３‐１２　塩野ビル 072-331-3857 072-334-5931 建コ

0000012264 株式会社日匠設計 京都府福知山市昭和新町１１１ 0773-22-1381 0773-22-1325 建コ

0000010932 株式会社日新技術コンサルタント 大阪事務所 大阪府大阪市淀川区宮原２丁目１４‐１０ 東京都 06-6392-5040 06-6392-5044 土コ 地質

0000010933 株式会社日水コン 大阪支所 大阪府吹田市江坂町１丁目２３‐１０１ 東京都 06-6339-7300 06-6385-3910 土コ 建コ

0000010934 株式会社日総建 大阪事務所 大阪府大阪市中央区博労町２丁目１‐１３ 東京都 06-6264-5550 06-6264-5558 建コ 土コ

0000012409 株式会社ＮＩＳＳＯ 大阪支店 大阪府大阪市北区豊崎２丁目７‐９ 東京都 06-6292-4671 06-6292-4677 補コ

0000010937 日本交通技術株式会社 大阪支店 大阪府大阪市西区靱本町１丁目４‐２　プライム本町ビルディング 東京都 06-6479-3520 06-6479-3523 土コ
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0000010130 株式会社日本インシーク 大阪府大阪市中央区南本町３丁目６‐１４ 06-6282-0310 06-6282-0311 土コ 測量

0000012279 株式会社日本海コンサルタント 関西支店 大阪府大阪市中央区南新町１丁目１‐１ 石川県 06-4790-9811 06-4790-9812 土コ 補コ

0000010943 日本技術サービス株式会社 大阪事務所 大阪府大阪市都島区東野田町１丁目２１‐１４　ニュー若杉ビル５０２ 兵庫県 06-7220-3028 06-7222-8225 土コ 測量

0000012503 株式会社日本経済研究所 東京都千代田区大手町１丁目９‐２ 03-6214-4615 03-6214-4602 土コ

0000012478 日本工営株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区西天満１丁目２‐５ 東京都 06-7177-9500 06-6311-2321 土コ 地質

0000012273 株式会社日本構造橋梁研究所 大阪支社 大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目４‐１３ 東京都 06-7668-0081 06-7668-0082 土コ

0000010951 日本シビックコンサルタント株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区西天満１丁目２‐５ 東京都 06-6313-5223 06-6313-5224 土コ 測量

0000010953 日本振興株式会社 大阪府泉南市りんくう南浜３‐２ 072-484-8400 072-484-8401 土コ 補コ

0000010954 日本水工設計株式会社 大阪支社 大阪府大阪市中央区南船場２丁目９‐８ 東京都 06-6243-3131 06-6243-3081 土コ 建コ

0000010956 株式会社日本設備綜合研究所 大阪府大阪市北区西天満５丁目１‐９ 06-6364-6404 06-6364-6405 建コ

0000012406 株式会社日本総合科学 大阪支所 大阪府大阪市淀川区東三国４丁目１１‐４　新大阪明成ビル３Ｆ 広島県 06-6151-2572 06-6151-2573 土コ

0000010959 日本測地設計株式会社 関西支店 大阪府大阪市浪速区幸町２丁目７‐３ 東京都 06-6567-1718 06-6567-1338 土コ 補コ

0000011127 日本都市技術株式会社 関西支店 大阪府大阪市浪速区難波中１丁目１２‐５ 東京都 06-6630-3500 06-6630-3586 土コ 測量

0000012228 日本物理探鑛株式会社 関西支店 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝１丁目３‐２４ 東京都 06-6777-3517 06-6773-5488 地質 土コ

0000010965 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 大阪府大阪市北区同心１丁目７‐１４ 06-6355-3000 06-6882-5568 土コ

0000010967 株式会社ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東２丁目３‐２０ 06-6374-4003 06-6147-7412 土コ 建コ

0000010968 株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所 大阪府大阪市天王寺区生玉前町１‐２１　小山ビルグランシャリオ７１０号室 奈良県 06-4303-3220 06-4303-3230 土コ 測量

0000010972 株式会社乃村工藝社 東京都港区台場２丁目３‐４ 03-5962-1171 03-3570-2397 建コ

0000012416 ハイテック株式会社 大阪府大阪市淀川区宮原２丁目１３‐１２ 06-6396-7571 06-6396-7572 地質 土コ

0000012517 株式会社バウエンジニアリング 大阪府大阪市中央区北浜東４‐３３ 06-4791-2880 06-4791-2888 土コ

0000011102 パシフィックコンサルタンツ株式会社 大阪本社 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２‐１ 東京都 06-4799-7400 06-4799-7401 土コ 建コ

0000011103 株式会社パスコ 大阪支店 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２‐３ 東京都 06-6630-1903 06-6630-1905 土コ 測量

0000011105 株式会社八州 関西支社 大阪府大阪市西区江戸堀２丁目１‐１ 東京都 06-6485-8150 06-6485-8149 土コ 測量

0000012391 浜エンジニアリング株式会社 大阪支店 大阪府交野市東倉治３丁目１０‐８ 滋賀県 072-894-0251 072-892-8501 土コ 測量

0000011108 株式会社浜名技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区道修町２丁目２‐６ 06-6227-0227 06-6227-0230 補コ
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0000011109 株式会社林設計事務所 大阪府大阪市北区天神橋４丁目７‐１３ 06-6351-6831 06-6351-6837 建コ

0000012044 阪急設計コンサルタント株式会社 大阪府大阪市北区芝田１丁目４‐８ 06-6359-2752 06-6359-2781 土コ 建コ

0000012492 阪高プロジェクトサポート株式会社 大阪府大阪市北区梅田１丁目１１‐４‐１８００ 06-6345-3000 06-6345-3131 補コ 測量

0000012236 阪神高速技研株式会社 大阪府大阪市北区中之島３丁目３‐２３　中之島ダイビル２３階 06-6105-3333 06-6105-3344 土コ 建コ

0000012139 阪神高速技術株式会社 大阪府大阪市西区西本町１丁目４‐１ 06-6110-7200 06-6110-7201 土コ

0000011112 株式会社阪神コンサルタンツ 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋１丁目６‐１９ 奈良県 06-6208-3301 06-6208-3311 土コ 地質

0000011114 阪神測建株式会社 大阪支店 大阪府大阪市福島区福島５丁目１３‐１８ 兵庫県 06-6450-1580 06-6450-1581 土コ 補コ

0000012099 株式会社汎設計 大阪府大阪市中央区谷町３丁目１‐２５ 06-6949-4951 06-6949-4953 建コ

〇 0000012589 阪南エンジニヤリング株式会社 大阪府貝塚市二色２丁目６‐１‐５１０ 072-423-1398 072-423-1398 測量 土コ

0000012430 株式会社阪南コーポレーション 大阪府羽曳野市野々上３丁目７‐２３ 072-938-2010 072-952-0809 測量 地質

0000011118 株式会社ピーエムコンサルタント 大阪府大阪市中央区本町１丁目７‐７　ＷＡＫＩＴＡ堺筋本町ビル４階 06-6265-5516 06-6265-5517 土コ 測量

0000011119 株式会社ピーピーアイ計画・設計研究所 大阪府大阪市中央区北浜東２‐１９ 06-6949-0901 06-6949-0902 建コ 土コ

0000012455 株式会社日立建設設計 西日本支社 大阪府大阪市北区中之島２丁目３‐１８ 東京都 06-6228-3011 06-6228-1955 建コ

〇 0000012588 株式会社ヒライシテクノ 大阪府大阪狭山市西山台３丁目３‐１ 072-365-7685 072-365-7685 測量

0000012444 平田建築設計株式会社 兵庫県西宮市戸田町５‐１６ 0798-36-4510 0798-36-5641 建コ

0000012351 有限会社ビルチェック 奈良県大和郡山市城北町５‐４７ 0743-55-6608 0743-52-6562 建コ

0000012412 株式会社ファインテクノ 大阪府大阪市中央区谷町２丁目３‐２ 06-6942-7900 06-6942-7901 土コ 測量

0000010718 株式会社ファノバ 大阪府大阪市北区梅田１丁目２‐２‐１２００ 06-6344-0540 06-6344-0605 補コ

0000012250 株式会社フィールド 大阪府岸和田市流木町１７３ 072-493-1011 072-493-1012 測量

〇 0000012576 フィールド建築設計舎 大阪府大阪市西区新町１丁目３‐１２　四ツ橋セントラルビル７０５ 06-6533-5511 06-6533-5512 建コ

0000012551 株式会社楓建築工房 大阪府大阪市平野区加美東６丁目１０‐３２‐２０１ 06-6793-5053 06-6793-5053 建コ

0000011126 株式会社吹上技研コンサルタント 大阪事務所 大阪府枚方市牧野本町１丁目３‐３‐１０３ 京都府 072-809-4780 072-809-4781 土コ 補コ

0000012531 福田総合コンサルタント株式会社 大阪府大阪市中央区北浜１丁目３‐１４ 06-6227-0890 06-6227-1176 補コ

0000011129 株式会社福本設計 大阪事務所 大阪府大阪市中央区谷町９丁目１‐２２ 奈良県 06-6777-1703 06-6777-1725 建コ

0000011130 株式会社富士開発コンサルタント 大阪府茨木市上泉町１‐２０ 072-627-0157 072-627-0154 測量 補コ
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0000011133 株式会社藤田建築設計事務所 大阪府大阪市淀川区東三国１丁目２７‐１ 06-6391-0155 06-6397-0340 建コ

0000011134 フジ地中情報株式会社 大阪支店 大阪府箕面市船場東３丁目４‐１７ 東京都 072-710-6851 072-710-6853 土コ 測量

〇 0000012590 株式会社フジヤマ 名古屋支店 愛知県名古屋市千種区内山３丁目７‐３ 静岡県 052-734-4030 052-734-4031 土コ 測量

0000012298 株式会社扶桑工務所 大阪府茨木市見付山２丁目４‐２５ 072-623-0483 072-623-0040 測量 補コ

0000012519 双葉建築企画一級建築士事務所 大阪府大阪市住之江区南港中３丁目９‐２７‐１００７ 06-6690-7151 06-6690-7151 建コ

0000011138 株式会社復建エンジニヤリング 大阪支社 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２０‐９ 東京都 06-6838-3271 06-6838-3282 土コ 測量

0000012415 株式会社復建技術コンサルタント 関西支店 大阪府大阪市中央区博労町１丁目８‐８ 宮城県 06-6266-2244 06-6266-2246 土コ 地質

0000011139 復建調査設計株式会社 大阪支社 大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目４‐１３ 広島県 06-6392-7200 06-6398-3780 土コ 測量

0000011141 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　大清ビル 072-973-0721 072-971-7960 土コ 測量

0000012380 株式会社武揚堂 大阪支店 大阪府大阪市中央区内本町１丁目２‐１３ 東京都 06-6941-4911 06-6941-3588 測量

0000011142 株式会社プロジェクト・パル 大阪府大阪狭山市茱萸木５丁目７０８ 072-367-4196 072-367-4196 測量

0000010053 株式会社プロムナード建築事務所 大阪府東大阪市新喜多１丁目１‐３９ 06-7506-7623 06-7506-7624 建コ

0000012562 株式会社文化財サービス 大阪営業所 大阪府大阪市淀川区西宮原１丁目４‐１３ 京都府 06-6395-0605 06-6395-0605 測量

0000012400 株式会社平和ＩＴＣ 大阪支店 大阪府大阪市都島区東野田町４丁目１‐１７　６Ｆ 福井県 06-6354-2386 06-7733-7081 補コ 測量

0000011145 平和測量設計株式会社 大阪府高槻市大塚町２丁目５４‐８ 072-646-7977 072-646-7911 測量

0000011146 株式会社ヘッズ 大阪府大阪市北区浪花町１２‐２４ 06-6373-9369 06-6373-9370 土コ 建コ

0000011147 ペンタフ株式会社 大阪府大阪市北区大淀中１丁目７‐１０ 06-6458-1231 06-6458-1221 測量

0000011148 報国エンジニアリング株式会社 大阪府豊中市大黒町３丁目５‐２６ 06-6336-0128 06-6336-4369 地質

0000012369 株式会社北斗エス・イー・シー 大阪事務所 大阪府茨木市中村町１‐３７ 三重県 072-632-8357 072-632-8638 土コ 測量

0000012018 株式会社北斗エンジニアリング 大阪府茨木市沢良宜西２丁目１７‐４８ 072-634-1090 072-634-1249 測量 補コ

0000012213 株式会社北斗測量設計 大阪府茨木市中村町１‐３７ 072-632-8302 072-632-8638 測量

0000011302 株式会社前田都市設計 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 06-6767-0708 06-6767-1009 建コ

0000011303 牧草総合設計株式会社 大阪支店 大阪府大阪市北区西天満５丁目１‐９　大和地所南森町ビル 京都府 06-6755-4477 06-6755-4488 土コ 測量

0000012443 株式会社増田地質工業 大阪事務所 大阪府豊中市蛍池西町１丁目２６‐２５‐１０３ 香川県 06-6152-6815 06-6152-6835 地質 土コ

0000011305 株式会社桝谷設計 大阪事務所 大阪府東大阪市加納６丁目１６‐４　３１３ 奈良県 072-800-3480 072-800-3481 建コ
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0000011306 株式会社間瀬コンサルタント 大阪支店 大阪府吹田市江坂町１丁目１２‐１０ 東京都 06-6385-0891 06-6385-0892 土コ 補コ

0000012210 街角企画株式会社 大阪府大阪市北区天神橋１丁目１‐１ 06-6358-0712 06-6358-7047 土コ 建コ

0000011308 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丁目４‐１ 東京都 06-6536-3701 06-6536-3717 建コ 土コ

0000012042 株式会社松村設計 大阪府羽曳野市誉田６丁目４‐１６ 072-952-0439 072-952-0454 建コ

0000012266 株式会社松本コンサルタント 紀和支店 和歌山県岩出市岡田７１６‐３ 徳島県 0736-63-3899 0736-63-5047 測量 土コ

0000011310 株式会社真鍋建築設計事務所 大阪府大阪市西区阿波座１丁目１１‐８ 06-6538-0481 06-6536-5436 建コ

0000012201 株式会社丸川建築設計事務所 岡山県岡山市北区駅前町１丁目５‐１８ 086-225-5536 086-225-6035 建コ

0000012060 有限会社丸山測量事務所 大阪府東大阪市永和３丁目７‐２０‐１ 06-6753-7701 06-6753-7702 測量

0000011314 三井共同建設コンサルタント株式会社 関西支社 大阪府大阪市港区弁天１丁目２‐１‐９００ 東京都 06-6599-6011 06-6599-6030 土コ 地質

0000012329 株式会社三菱地所設計 関西支店 大阪府大阪市北区天満橋１丁目８‐３０ 東京都 06-6881-5164 06-6881-5141 建コ 土コ

0000011509 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 大阪 大阪府大阪市北区梅田２丁目５‐２５ 東京都 06-7637-1500 06-7637-1501 土コ

0000012314 株式会社三宅建築事務所 京都府京都市左京区仁王門通川端東入新丸太町３７‐６ 075-761-6025 075-751-0222 建コ

0000012473 株式会社宮建築設計 徳島県徳島市福島１丁目５‐６ 088-625-5505 088-625-5478 建コ 土コ

0000012483 株式会社宮本設計 大阪支店 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目１‐３　大阪センタービル６Ｆ８６ 兵庫県 06-6484-7058 06-6484-7058 建コ 補コ

0000012527 株式会社村田相互設計 広島県広島市中区舟入南４丁目２０‐８ 082-231-1711 082-296-6754 建コ

0000012222 株式会社ムラヤマ 大阪支店 大阪府大阪市西区土佐堀１丁目４‐１１　金鳥土佐堀ビル 東京都 06-6446-2750 06-6446-3850 建コ

0000011318 株式会社ムロガ 大阪府豊能郡豊能町余野６５９ 072-721-7525 072-721-5875 測量 土コ

0000012432 明治コンサルタント株式会社 大阪支店 大阪府守口市京阪本通１丁目３‐７ 北海道 06-7178-1659 06-7178-1692 土コ 地質

0000012509 明豊ファシリティワークス株式会社 東京都千代田区平河町２丁目７‐９ 03-5211-0066 03-5211-6520 建コ

0000011321 株式会社メーサイ 大阪府吹田市南吹田３丁目１３‐３ 06-6190-3371 06-6190-3388 地質 土コ

0000011317 ＭＯＧコンサルタント株式会社 大阪府岸和田市宮前町２０‐２０ 072-423-2000 072-437-4445 土コ 測量

0000012287 株式会社森エンジニアリング 大阪支店 大阪府大阪市淀川区西中島６丁目１‐３　アストロ新大阪第二ビル３階 群馬県 06-6305-0951 06-6305-0952 土コ 測量

0000012357 株式会社モリタ 大阪支店 大阪府八尾市北本町２丁目７‐１９ 滋賀県 072-998-9097 072-998-9097 土コ 測量

0000012031 株式会社森本測量設計 大阪府豊中市庄内幸町２丁目１５‐１ 06-6336-1207 06-6336-1208 測量

0000011501 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丁目４‐７ 06-6943-1371 06-6941-4094 建コ 土コ
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0000011502 八千代エンジニヤリング株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区城見１丁目４‐７０ 東京都 06-6945-9200 06-6945-9300 土コ 地質

0000011503 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丁目３‐２ 東京都 06-6260-0581 06-6260-0575 建コ 土コ

0000012453 株式会社山田建築設計事務所 大阪府大阪市中央区瓦町１丁目７‐３ 06-6228-1700 06-6228-1701 建コ

0000010200 株式会社山田綜合設計 大阪府大阪市中央区大手通３丁目１‐２　エスリードビル大手通 06-4790-0335 06-4790-0410 建コ

0000011505 株式会社大和建築事務所 大阪府大阪市中央区谷町７丁目１‐３９‐３０３ 06-6761-1244 06-6764-1940 建コ

0000011506 株式会社山本建築設計事務所 大阪府松原市新堂１丁目５２３‐６ 072-335-0007 072-334-5980 建コ

0000012155 株式会社山本総合補償コンサルタント 大阪営業所 大阪府大阪市阿倍野区文の里３丁目１３‐４ 和歌山県 06-6622-2033 073-482-2316 補コ

0000012239 湯浅コンサルタント株式会社 京都府京都市中京区富小路通二条下る俵屋町１９５ 075-241-1825 075-231-8637 土コ 測量

0000011307 株式会社ＵＲリンケージ 西日本支社 大阪府大阪市中央区城見１丁目２‐２７ 東京都 06-6949-5758 06-6949-5740 土コ 建コ

0000012197 株式会社ユーエヌ土地利用研究所 大阪府大阪市中央区内本町２丁目２‐１４ 06-6945-4474 06-6945-4486 土コ

0000011511 株式会社ユーズ 京都府京都市下京区中堂寺壬生川町８‐６ 075-371-6467 075-371-0034 土コ 測量

0000012145 株式会社ユニオンリサーチ 大阪府大阪市西区京町堀１丁目６‐２ 06-6446-1801 06-6446-1802 補コ 建コ

0000011513 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丁目６‐６ 東京都 06-6202-4509 06-6227-5036 建コ

0000011514 株式会社ヨコタテック 大阪府大阪市浪速区桜川１丁目１-３２ 06-6877-2666 06-6877-5478 地質 測量

0000011517 株式会社淀川アクテス 大阪府大阪市東淀川区豊新３丁目２５‐１８ 06-6328-7348 06-6328-0808 土コ 測量

0000012388 淀川地所株式会社 大阪府貝塚市津田北町８‐１１ 072-423-4700 072-423-5033 測量

0000011518 株式会社ランテック計画事務所 大阪府大阪市中央区釣鐘町２丁目１‐４　ビル・ハイタウン 06-6945-0065 06-6945-0124 土コ

0000012094 株式会社ランド 大阪府堺市西区鳳東町７丁８２２　光大ビル３０３ 072-260-3801 072-260-3802 測量 土コ

0000012398 株式会社ランド・エコ 富田林営業所 大阪府富田林市藤沢台２丁目２‐１８０ 奈良県 0721-29-7881 0721-28-3814 地質

0000011520 ランドブレイン株式会社 大阪事務所 大阪府大阪市西区西本町１丁目３‐１５　大阪建大ビル 東京都 06-6541-2755 06-6541-2733 土コ 測量

0000011521 株式会社リアライズ造園設計事務所 大阪府大阪市中央区内本町１丁目１‐６‐４０１ 06-6941-1151 06-6941-1154 土コ

0000012051 株式会社リークス開発 大阪府和泉市室堂町１３‐１０ 0725-55-0123 0725-55-0124 地質

0000012161 有限会社リュウアーキテクツ 大阪府東大阪市新喜多２丁目６‐２７‐３０２５ 06-6789-9711 06-6789-9712 建コ

0000011523 株式会社緑景 大阪府大阪市中央区上汐１丁目４‐６ 06-6763-7167 06-6765-5599 土コ 建コ

0000011525 株式会社類設計室 大阪府大阪市淀川区西中島４丁目３‐２ 06-6305-6666 06-6305-2237 建コ



令和４年度　八尾市建設工事等競争入札参加資格者名簿／市外

第１希望 第２希望

令和４年度
新規業者

商号又は名称登録番号
業種

ＦＡＸ番号電話番号本店所在地所在地支店等名称

0000011526 株式会社レック 大阪府茨木市駅前３丁目２‐２ 072-625-0555 072-625-0053 土コ 測量

0000012013 株式会社ワイテック 大阪事務所 大阪府大阪市中央区玉造２丁目１６‐８ 兵庫県 06-6765-2051 06-6765-3638 土コ 測量

0000012290 若鈴コンサルタンツ株式会社 大阪営業所 大阪府高槻市別所本町１７‐１‐４０８ 愛知県 072-681-6440 072-681-6440 土コ

0000012050 和歌山航測株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区谷町６丁目４‐８　新空堀ビル２０９ 和歌山県 06-6762-7002 06-6766-6977 土コ 測量

0000012231 ワコウコンサルタント株式会社 和歌山県和歌山市和佐中１５１‐４ 073-477-1115 073-477-2660 土コ 測量

0000012381 株式会社和光設計 大阪支店 大阪府大阪市中央区和泉町１丁目１‐１４　シイナＨＤビル谷町３階 兵庫県 06-6467-4641 06-6467-4642 建コ

531者（うち、新規業者28者）市外業者数（業務）


