
入札参加資格登録者名簿（設計･委託）

ID 所在地商号　又は　名称
1

株式会社　イーエス総合研究所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｲｰｴｽｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 札幌市東区中沼西五条1丁目8番1号北海道

2
北海道キング設計　株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｷﾝｸﾞｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市南区澄川二条1丁目4番11号北海道

3
株式会社　澄建築設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｽﾐｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 函館市豊川町21番7号北海道

4
株式会社　中原建築設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾅｶﾊﾗｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 旭川市本町1丁目840番地北海道

5
株式会社　日本工房
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆﾎﾝｺｳﾎﾞｳ 札幌市中央区北一条西7丁目3番地北海道

6
株式会社　引谷設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾋﾔｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 札幌市東区北四十三条東8丁目2番6号北海道

7
株式会社　田辺構造設計
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾅﾍﾞｺｳｿﾞｳｾｯｹｲ 札幌市東区北十九条東8丁目5番11号北海道

8
パブリックコンサルタント　株式会社
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 札幌市中央区北五条西6丁目1番地23北海道

9
北王コンサルタント　株式会社
ﾎｸｵｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 帯広市西七条北1丁目11番地北海道

10
株式会社　森林テクニクス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｼﾝﾘﾝﾃｸﾆｸｽ 文京区後楽1丁目7番12号東京都

11
北栄測量設計　株式会社
ﾎｸｴｲｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 函館市深堀町11番21号北海道

12
株式会社　NJS
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ NJS 港区芝浦1丁目1番1号東京都

13
株式会社　長大
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾁｮｳﾀﾞｲ 中央区日本橋蛎殻町1丁目20番4号東京都

14
株式会社　シー・イー・サービス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｼｰ･ｲｰ･ｻｰﾋﾞｽ 札幌市豊平区西岡二条8丁目5番27号北海道

15
株式会社　HBA
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ HBA 札幌市中央区北四条西7丁目1番地8北海道

16
北海道農林土木コンサルタント　株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾉｳﾘﾝﾄﾞﾎﾞｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市東区北二十四条東3丁目3番10号北海道

17
ユニオンデータシステム　株式会社
ﾕﾆｵﾝﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市白石区本郷通13丁目南5-9北海道

18
応用地質　株式会社
ｵｳﾖｳﾁｼﾂ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 千代田区神田美土代町７番地東京都

19
株式会社　シバンス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｼﾊﾞﾝｽ 石狩市花川南一条4丁目102番地北海道

20
株式会社　ファルコン
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾌｧﾙｺﾝ 登別市富岸町2丁目11番地12北海道

21
トキワ地研　株式会社
ﾄｷﾜﾁｹﾝ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市東区北二十八条東2丁目779番地北海道

22
株式会社　帝国設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾃｲｺｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 札幌市東区北二十五条東12丁目1番12号北海道

23
冨洋設計　株式会社
ﾌﾖｳｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 墨田区菊川2丁目23番6号東京都

24
大地コンサルタント　株式会社
ﾀﾞｲﾁｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 旭川市４条西2丁目1番12号北海道

25
株式会社　アクアソーケン
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱｸｱｿｰｹﾝ 札幌市中央区北十一条西20丁目1番8号　うめ

だビル
北海道

26
上山試錐工業　株式会社
ｳｴﾔﾏｼｽｲｺｳｷﾞｮｳ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北二条東13丁目1番地の７北海道

27
株式会社　開発工営社
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶｲﾊﾂｺｳｴｲｼｬ 札幌市中央区北四条西5丁目1番地アスティ

４５ビル
北海道

28
北日本港湾コンサルタント　株式会社
ｷﾀﾆﾎﾝｺｳﾜﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区南二条東2丁目8番地１　大都ビ

ル２F
北海道

29
株式会社　エーティック
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｴｰﾃｨｯｸ 札幌市西区二十四軒一条５丁目６番１号北海道

30
株式会社　リージャスト
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾘｰｼﾞｬｽﾄ 函館市桔梗町３７９番地１９北海道

31
日本都市設計　株式会社
ﾆﾎﾝﾄｼｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区南九条西6丁目1番37号　第三

豊水ビル
北海道
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32

株式会社　司設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾂｶｻｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 旭川市４条通21丁目右1号北海道

33
株式会社　環境緑地研究所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶﾝｷｮｳﾘｮｸﾁｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 札幌市中央区北四条西6丁目1番地1　毎日札

幌会館
北海道

34
国土防災技術北海道　株式会社
ｺｸﾄﾞﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂﾎｯｶｲﾄﾞｳ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北三条東３丁目１番地３０北海道

35
ダイシン設計 株式会社
ﾀﾞｲｼﾝｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北五条西６丁目１番地２３北海道

36
株式会社　創建社
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｿｳｹﾝｼｬ 札幌市中央区南一条西１０丁目３番地（南一条

道銀ビル）
北海道

37
株式会社　建築工房
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｹﾝﾁｸｺｳﾎﾞｳ 札幌市中央区大通西１５丁目２番地８北海道

38
和光技研　株式会社
ﾜｺｳｷﾞｹﾝ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市西区琴似三条７丁目５番２２号北海道

39
株式会社　タナカコンサルタント
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾅｶｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 苫小牧市新開町２丁目１番３号北海道

40
株式会社　開発調査研究所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶｲﾊﾂﾁｮｳｻｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 札幌市豊平区月寒東四条１０丁目７番１号北海道

41
株式会社　西村建築設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆｼﾑﾗｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 札幌市中央区南二条西１３丁目３１８番地北海道

42
アド・エンジニアリング　株式会社
ｱﾄﾞ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市北区北十一条西３丁目２番２０-１０２号北海道

43
株式会社　HRC研究所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ HRCｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 札幌市豊平区月寒中央通６丁目１番１５号北海道

44
株式会社　日本コンサルタントグループ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆﾎﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 新宿区下落合３丁目２２－１５東京都

45
株式会社　日本技建
ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ﾆﾎﾝｷﾞｹﾝ 札幌市中央区南一条西16丁目1番地285　ノー

トルKYビル
北海道

46
株式会社　ツカサ技研
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾂｶｻｷﾞｹﾝ 函館市滝沢町11番11号北海道

47
株式会社　管路診断
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶﾝﾛｼﾝﾀﾞﾝ 岩見沢市幌向南二条５丁目３８７番地５北海道

49
株式会社　KITABA
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｷﾀﾊﾞ 札幌市中央区大通東３丁目1番地北海道

50
メルテックコンサルタント　株式会社
ﾒﾙﾃｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市西区二十四軒一条４丁目1番１０号北海道

51
株式会社　アクアジオテクノ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱｸｱｼﾞｵﾃｸﾉ 札幌市白石区本郷通北４番５号北海道

52
協業組合　公清企業
ｷｮｳｷﾞｮｳｸﾐｱｲ ｺｳｾｲｷｷﾞｮｳ 札幌市中央区北一条東１５丁目１４０番地北海道

53
株式会社　ニューアクシス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆｭｰｱｸｼｽ 旭川市東鷹栖東３条３丁目１９２７番地北海道

54
フジ地中情報　株式会社
ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 港区海岸３丁目２０番２０号東京都

55
野外科学　株式会社
ﾔｶﾞｲｶｶﾞｸ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市東区苗穂町１２丁目２番３９号北海道

56
中央建鉄　株式会社
ﾁｭｳｵｳｹﾝﾃﾂ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 新宿区高田馬場２丁目２番１３号東京都

57
株式会社　ＧＩＳ北海道
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ GISﾎｯｶｲﾄﾞｳ 札幌市中央区南七条西１丁目７３番地第３弘

安ビル内
北海道

58
株式会社　中山設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾅｶﾔﾏｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 札幌市中央区南一条西７丁目１２番地北海道

59
株式会社　建設コンサルタント
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 札幌市北区北十三条西４丁目１番６号北海道

60
株式会社　北匠建築設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｸｼｮｳｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 函館市中道１丁目１４番１号北海道

61
函館設備設計家　協同組合
ﾊｺﾀﾞﾃｾﾂﾋﾞｾｯｹｲｶ ｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 函館市松川町６番１号北海道

62
株式会社　岡田設計
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｵｶﾀﾞｾｯｹｲ 札幌市中央区南十一条西１５丁目２番１号北海道

63
株式会社　ルーラルエンジニア
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾙｰﾗﾙｴﾝｼﾞﾆｱ 深川市音江町広里町４丁目１番３号北海道

64
株式会社　はいや建築設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾊｲﾔｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 函館市田家町２番３０号北海道

65
株式会社　創生コンサルタント
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｿｳｾｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 岩見沢市七条西４丁目１０番地１２北海道
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66

株式会社　北海道日建設計
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾆｯｹﾝｾｯｹｲ 札幌市中央区大通西８丁目２番地北海道

67
防災地質工業　株式会社
ﾎﾞｳｻｲﾁｼﾂｺｳｷﾞｮｳ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市北区新琴似七条１５丁目６番２２号北海道

68
北海道造園設計　株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｿﾞｳｴﾝｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市北区北七条西２丁目６番地北海道

69
株式会社　ホクスイ設計コンサル
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｸｽｲｾｯｹｲｺﾝｻﾙ 札幌市北区北六条西９丁目２番地北海道

70
臥牛測量設計　株式会社
ｶﾞｷﾞｭｳｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市山の手２丁目５７番２５号北海道

71
株式会社　小林土木工業所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｺﾊﾞﾔｼﾄﾞﾎﾞｸｺｳｷﾞｮｳｼｮ 函館市亀田港町24番18号北海道

72
北電総合設計　株式会社
ﾎｸﾃﾞﾝｿｳｺﾞｳｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北一条東３丁目１番地１　北電

興業ビル
北海道

73
株式会社　建築設計工房ロゴス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｹﾝﾁｸｾｯｹｲｺｳﾎﾞｳﾛｺﾞｽ 函館市陣川１丁目１２番１３号北海道

74
オオハシコンサルタント　株式会社
ｵｵﾊｼｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 小樽市入船１丁目１番７号北海道

75
グローバル設計　株式会社
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区南二条西１０丁目1番4　第２サン

ト―ビル
北海道

76
株式会社　ユニオン・コンサルタント
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾕﾆｵﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 札幌市北区麻生町７丁目３番１２号北海道

77
協友測量設計　株式会社
ｷｮｳﾕｳｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 北斗市中野通1丁目15番1号北海道

78
共和設計　株式会社
ｷｮｳﾜｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 長野市差出南３丁目７番４号長野県

79
北海道土質コンサルタント　株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾄﾞｼﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市豊平区平岸一条２丁目５番１６号北海道

80
株式会社　大建設計
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾞｲｹﾝｾｯｹｲ 大阪市西区京町堀１丁目１３番２０号大阪府

81
株式会社　シビテック
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｼﾋﾞﾃｯｸ 札幌市白石区東札幌二条５丁目８番１号北海道

82
株式会社　高岡建築設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀｶｵｶｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 札幌市中央区北四条西６丁目１番地の３(北４

条ビル７F)
北海道

83
株式会社　東鵬開発
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾄｳﾎｳｶｲﾊﾂ 函館市桔梗１丁目４番１７号北海道

84
株式会社　ズコーシャ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｽﾞｺｰｼｬ 帯広市西十八条北１丁目１７番地北海道

85
戸田建設　株式会社
ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 中央区京橋一丁目7番１号東京都

86
道南測量設計　株式会社
ﾄﾞｳﾅﾝｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 檜山郡江差町尾山町１２８番地北海道

87
株式会社　アリヤス設計コンサルタント
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱﾘﾔｽｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 札幌市中央区南二条西２４丁目２番１０号北海道

88
環境コンサルタント　株式会社
ｶﾝｷｮｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 釧路市錦町５丁目３番地北海道

89
株式会社　北炭ゼネラルサービス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｸﾀﾝｾﾞﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｽ 札幌市白石区菊水九条３丁目３番６号北海道

90
アルスマエヤ　株式会社
ｱﾙｽﾏｴﾔ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市厚別区厚別中央四条３丁目７番１７号北海道

91
東日本設計　株式会社
ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区大通西２５丁目４番１８号北海道

92
株式会社　建築企画山内事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｹﾝﾁｸｷｶｸﾔﾏｳﾁｼﾞﾑｼｮ 函館市本通２丁目２１番２６号北海道

93
北海道地図　株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾁｽﾞ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 旭川市台場１条２丁目１番６号北海道

94
川崎地質　株式会社
ｶﾜｻｷﾁｼﾂ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 港区三田２丁目１１番１５号東京都

95
有限会社　奥尻クリーンサービス
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ｵｸｼﾘｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ 奥尻郡奥尻町富里３０３番地３北海道

96
株式会社　データ設計
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾃﾞｰﾀｾｯｹｲ 中央区日本橋本町２丁目８番１２号東京都

97
株式会社　ドーコン
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾄﾞｰｺﾝ 札幌市厚別区中央１条５丁目４－１北海道

98
株式会社　亀田清掃
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶﾒﾀﾞｾｲｿｳ 函館市赤川町９０番地の４北海道
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99

日本ケーブル　株式会社
ﾆﾎﾝｹｰﾌﾞﾙ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 千代田区神田錦町２丁目１１番地東京都

100
伊勢真樹建築設計事務所
ｲｾﾏｻｷｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 函館市弁天町１５－１２　佐藤商会３F北海道

101
株式会社　北日本技術コンサル
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｷﾀﾆﾎﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙ 札幌市豊平区中の島二条３丁目１番３号北海道

102
株式会社　豊水設計
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｳｽｲｾｯｹｲ 札幌市東区北三十三条東１６丁目２番２号北海道

103
ワイズコーポレーション
ﾜｲｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 札幌市清田区里塚三条２丁目８番２２号北海道

104
株式会社　共立測量設計
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｷｮｳﾘﾂｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 札幌市豊平区平岸八条１３丁目２番２７号北海道

105
有限会社　アーキシップアソシエイツ
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ｱｰｷｼｯﾌﾟｱｿｼｴｲﾂ 札幌市東区北八条東３丁目１番１号北海道

106
株式会社　かわしろ建築設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶﾜｼﾛｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 函館市美原４丁目２７番４号北海道

107
北海道建築設計監理　株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳｹﾝﾁｸｾｯｹｲｶﾝﾘ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北二条西１丁目１０番地ピア２・

１　４F
北海道

108
日本水工設計　株式会社
ﾆﾎﾝｽｲｺｳｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 中央区勝どき３丁目１２番１号東京都

109
株式会社　エジソンブレイン
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｴｼﾞｿﾝﾌﾞﾚｲﾝ 函館市本通２丁目１７番１０号北海道

110
株式会社　測土開発
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｿｸﾄﾞｶｲﾊﾂ 檜山郡江差町水堀町１２番地の２北海道

111
北海航測　株式会社
ﾎｯｶｲｺｳｿｸ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北三条西１７丁目２番地３６北海道

112
株式会社　ダイヤコンサルタント
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 千代田区三番町６番地３東京と

113
函館環境衛生　株式会社
ﾊｺﾀﾞﾃｶﾝｷｮｳｴｲｾｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市金堀町５番２３号北海道

114
北海道土木設計　株式会社
ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾄﾞﾎﾞｸｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北二条西1丁目1番地　マルイト

札幌ビル
北海道

115
株式会社　イ・エス・エス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｲ･ｴｽ･ｴｽ 文京区小石川１丁目１番１７号東京都

116
株式会社　光栄コンサルタント
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｺｳｴｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 函館市西桔梗町８５４番地１北海道

117
株式会社　牧野測量
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾏｷﾉｿｸﾘｮｳ 札幌市東区北十二条東１６丁目２番７号北海道

118
株式会社　三関建築設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾐﾂｾｷｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 函館市桔梗3丁目11番12号北海道

119
株式会社　佐藤公郎建築設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｻﾄｳｷﾐｵｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 函館市末広町２１番１２号北海道

120
株式会社　道測テクニス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾄﾞｳｿｸﾃｸﾆｽ 札幌市東区北三十五条東５丁目１番１２号北海道

121
環境クリエイト　株式会社
ｶﾝｷｮｳｸﾘｴｲﾄ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市東区北二十条東２丁目２番３２号北海道

122
株式会社　未来開発コンサルタント
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾐﾗｲｶｲﾊﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 札幌市中央区南二条西９丁目１－２　サンケン

札幌ビル
北海道

123
株式会社　ノース技研
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾉｰｽｷﾞｹﾝ 函館市昭和３丁目２３番１号北海道

124
株式会社　建設技術研究所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 中央区日本橋浜町３丁目２１番１号東京都

125
株式会社　エル技術コンサルタント
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｴﾙｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 札幌市中央区北五条西１２丁目２番地北海道

126
日鉄鉱コンサルタント　株式会社
ﾆﾁﾃﾂｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 千代田区丸の内２丁目３番２号東京都

127
有限会社　オオフル建築設計事務所
ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ ｵｵﾌﾙｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 檜山郡江差町本町７番地北海道

128
アジア航測　株式会社
ｱｼﾞｱｺｳｿｸ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 新宿区西新宿６丁目１４番１号　新宿グリーン

タワービル
東京都

129
株式会社　小南建築設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｺﾐﾅﾐｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 函館市杉並町１６番地１３号北海道

130
アース測量設計　株式会社
ｱｰｽｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市赤川１丁目２８番１０号北海道

131
中央開発　株式会社
ﾁｭｳｵｳｶｲﾊﾂ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 新宿区西早稲田３丁目１３番５号東京都
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132

株式会社　北海道朝日航洋
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾎｯｶｲﾄﾞｳｱｻﾋｺｳﾖｳ 札幌市西区発寒８条１１丁目３番５０号北海道

133
株式会社　有我工業所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱﾘｶﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ 空知郡上富良野町中町３丁目２番１号北海道

134
株式会社　二本柳慶一建築研究所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞｹｲｲﾁｹﾝﾁｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 函館市杉並町３９番１２号北海道

135
株式会社　アトリエブンク
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱﾄﾘｴﾌﾞﾝｸ 札幌市中央区北二条東４丁目１番地２北海道

136
明治コンサルタント　株式会社
ﾒｲｼﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区南七条西１丁目２１番地１第３弘

安ビル７F
北海道

137
株式会社　シン技術コンサルタント
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 札幌市白石区栄通２丁目８番３０号北海道

138
株式会社　遠藤建築アトリエ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｴﾝﾄﾞｳｹﾝﾁｸｱﾄﾘｴ 札幌市中央区北四条西２０丁目１番１８号北海道

139
株式会社　データベース
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 札幌市北区北七条西５丁目８番５号北海道

140
基礎地盤コンサルタンツ　株式会社
ｷｿｼﾞﾊﾞﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 江東区亀戸１丁目５番７号東京都

141
株式会社　エコニクス
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｴｺﾆｸｽ 札幌市厚別区下野幌テクノパーク１丁目２番

１４号
北海道

142
株式会社　コンステック
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｺﾝｽﾃｯｸ 大阪市中央区北浜東４場３３号大阪府

143
株式会社　ベータプラン
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾍﾞｰﾀﾌﾟﾗﾝ 河東郡音更町南鈴蘭南２丁目６番地１８北海道

144
株式会社　日水コン
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆｯｽｲｺﾝ 新宿区西新宿新宿スクエアタワー２２階１号東京都

145
道興建設　株式会社
ﾐﾁｺｳｹﾝｾﾂ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市南区川沿十七条２丁目２番８号北海道

146
株式会社　ドード
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾄﾞｰﾄﾞ 札幌市東区北十三条東７丁目５番１号北海道

147
株式会社　岩見田・設計
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｲﾜﾐﾀ･ｾｯｹｲ 札幌市中央区北五条西１０丁目５番１号北海道

148
一般財団法人　日本気象協会
ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾆﾎﾝｷｼｮｳｷｮｳｶｲ 豊島区東池袋３丁目１－１（サンシャイン６０５５

階）
東京都

149
株式会社　トラスト技研
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾄﾗｽﾄｷﾞｹﾝ 札幌市豊平区平岸一条１３丁目４番１号北海道

150
株式会社　通電技術
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾂｳﾃﾞﾝｷﾞｼﾞｭﾂ 札幌市白石区平和通北１１丁目２０号北海道

151
山田総合設計　株式会社
ﾔﾏﾀﾞｿｳｺﾞｳｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市本通３丁目２３番１０号北海道

152
日本工営　株式会社
ﾆﾎﾝｺｳｴｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 千代田区九段北一丁目１４番６号東京都

153
株式会社　アサノ大成基盤エンジニアリング
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱｻﾉﾀｲｾｲｷﾊﾞﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 台東区北上野２丁目８番７号東京都

154
株式会社　エヌエイチケイアイテック
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｴﾇｴｲﾁｹｲｱｲﾃｯｸ 渋谷区神南１丁目４番１号東京都

155
株式会社　シー・アイ・エス計画研究所
ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ｼｰ･ｱｲ･ｴｽｹｲｶｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 札幌市北区北十条西３丁目１３番地　NKエル

ムビル３F
北海道

156
エヌエス環境　株式会社
ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 港区芝公園１丁目２番９号東京都

157
株式会社　ナカ建築設計
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾅｶｹﾝﾁｸｾｯｹｲ 函館市桔梗４丁目６番２３号北海道

158
株式会社　八州
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾊｯｼｭｳ 江東区木場５丁目８番４０号東京都

159
日本データーサービス　株式会社
ﾆﾎﾝﾃﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市東区北十六条東１９丁目１番１４号北海道

160
東洋ロードメンテナンス　株式会社
ﾄｳﾖｳﾛｰﾄﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市中央区北六条西２２丁目２番７号北海道

161
株式会社　アキラ建築設計事務所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱｷﾗｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 函館市大手町５番１０号　ニチロビル　３F北海道

162
一般財団法人　北海道建設技術センター
ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾎｯｶｲﾄﾞｳｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｾﾝﾀｰ 札幌市東区北三十三条東１丁目1番１号北海道

163
株式会社　環境科学研究所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 函館市西桔梗町２８番地の１北海道

164
株式会社　渡辺建築設計
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝﾁｸｾｯｹｲ 札幌市厚別区厚別中央三条１丁目１１番３号

長谷川第一ビル
北海道
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165

ニチレキ　株式会社
ﾆﾁﾚｷ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 千代田区九段北４丁目３番２９号東京都

166
AURA　ARCHITECTS　株式会社
AURA ARCHITECTS ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市厚別区厚別中央二条２丁目３番６号北海道

167
株式会社　クマシロシステム設計
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｸﾏｼﾛｼｽﾃﾑｾｯｹｲ 札幌市中央区南一条西１８丁目１番地９KSフロ

ンティアビル
北海道

168
電気興業　株式会社
ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 千代田区丸の内３丁目３番1号東京都

169
株式会社　環境リサーチ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｶﾝｷｮｳﾘｻｰﾁ 札幌市豊平区中の島二条９丁目１番１号北海道

170
越前谷試錐工業　株式会社
ｴﾁｾﾞﾝﾔｼｽｲｺｳｷﾞｮｳ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 札幌市白石区栄通８丁目１番１５号北海道

171
株式会社　アルファ水工コンサルタンツ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱﾙﾌｧｽｲｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 札幌市西区発寒九条１４丁目５１６番３３６北海道

172
一般財団法人　電気保安協会
ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝ ﾃﾞﾝｷﾎｱﾝｷｮｳｶｲ 札幌市西区発寒六条１２丁目６番11号北海道

173
大髙電気工事
ｵｵﾀｶﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 奥尻郡奥尻町青苗１８９番地４２北海道

174
株式会社　パスコ
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾊﾟｽｺ 目黒区東山１丁目１番２号東京都

175
株式会社　構研エンジニアリング
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｺｳｹﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 札幌市東区　北１８条東１７丁目１番１号北海道

176
北海道　エア・ウォーター
ﾎｯｶｲﾄﾞｳ ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ 札幌市中央区北三条西１丁目２番地北海道

177
株式会社　ミライト
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾐﾗｲﾄ 江東区豊洲５丁目６番３６号東京都

178
株式会社　自治体病院共済会
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｼﾞﾁﾀｲﾋﾞｮｳｲﾝｷｮｳｻｲｶｲ 千代田区平河町２丁目７番５号砂防会館本館

７階
東京都

179
株式会社　NERC
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ NERC 札幌市中央区北四条西１６丁目１番地北海道

180
（有）澤田測量設計事務所
(ﾕｳ)ｻﾜﾀﾞｿｸﾘｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 豊浦町　字船見町７６番地４北海道

181
株式会社　野口製材所
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾉｸﾞﾁｾｲｻﾞｲｼｮ 奥尻郡奥尻町米岡125-5北海道

182
株式会社　有賀さく泉工業
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｱﾘｶﾞｻｸｾﾝｺｳｷﾞｮｳ 帯広市東三条南19-1北海道

183
株式会社　日産技術コンサルタント
ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆｯｻﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大阪市中央区大手前１丁目１番１５号大阪府

184
新日本設計　株式会社
ｼﾝﾆﾎﾝｾｯｹｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 長野市稲葉２５６１番地長野県

185
日興電気株式会社
ﾆｯｺｳﾃﾞﾝｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 函館市桔梗１丁目16番11号北海道
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