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ア 06947 （株）アーキジオ福井 福井県あわら市
06524 アーステック（株）敦賀営業所 福井県敦賀市
06227 （株）アール・アイ・エー金沢支社 石川県金沢市
35068 アールテックコンサルタント（株） 東京都江東区
35027 04160 （株）ＩＨＩインフラ建設関西支店 大阪府大阪市
06224 （株）ＩＮＡ新建築研究所西日本支社 大阪府大阪市
35002 （株）あい設計大阪支社 大阪府大阪市
06619 アイレック技建（株）西日本営業本部 大阪府大阪市
35157 03056 （株）アクアジオテクノ 北海道札幌市
35110 （株）アクトミヤス 石川県小松市
06934 （株）アコード 大阪府大阪市
06477 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング中部支社 愛知県名古屋市
06377 朝日航洋（株）福井営業所 福井県福井市
06225 アジア航測（株）福井営業所 福井県福井市
06751 （株）アジア設計 兵庫県たつの市
06849 （株）アズクリエイト 京都府舞鶴市
06230 （株）梓設計中部支社 愛知県名古屋市
35153 （株）新居千秋都市建築設計 東京都目黒区
06819 （株）アルゴス 新潟県妙高市
06374 アルスコンサルタンツ（株） 石川県金沢市
07045 （株）アルファ水工コンサルタンツ 北海道札幌市
35035 （株）阿波設計事務所 大阪府大阪市
35065 （株）安全性研究センター 富山県富山市

イ 06232 （株）石本建築事務所名古屋オフィス 愛知県名古屋市
06910 いであ（株）福井営業所 福井県福井市
06233 （株）伊藤喜三郎建築研究所 東京都豊島区
06379 （株）イビソク福井営業所 福井県福井市
35167 （株）入江三宅設計事務所 東京都港区

ウ 06384 （株）ウエスコ福井営業所 福井県福井市
06659 （株）浦野設計 愛知県名古屋市
35158 （株）浦辺設計 大阪府大阪市

エ 07078 （株）エイ・テック 富山県高岡市
35308 （株）エイテック関西支社 兵庫県尼崎市
06235 （株）エイト日本技術開発福井事務所 福井県福井市
35042 （株）エーシーエ設計 長野県長野市
06387 （株）エース福井事務所 福井県福井市
06564 （株）エオネックス福井営業所 福井県福井市
06386 （株）エコー 東京都台東区
07110 （株）ＳＰフォーラム 東京都港区
06740 06740 （株）エックス都市研究所 東京都豊島区
35109 （株）エヌイーエス 大阪府大阪市
06390 エヌエス環境（株）北陸支店 石川県金沢市
06537 （株）ＮＪＳ福井出張所 福井県福井市
06531 ＮＴＣコンサルタンツ（株）福井営業所 福井県坂井市
06844 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）福井支店 福井県福井市
06236 （株）ＮＴＴファシリティーズ北陸支店 石川県金沢市
06344 （株）エフウォーターマネジメント福井事務所 福井県福井市
35151 （株）ＭＯＬマリン 東京都港区
35159 （株）遠藤克彦建築研究所 東京都品川区

オ 06392 応用地質（株）京滋営業所 滋賀県大津市
06394 大阪エンジニアリング（株） 大阪府大阪市
35120 大阪技術管理（株）福井営業所 福井県福井市
06239 （株）オオバ大阪支店 大阪府大阪市
07090 （株）大町測量 京都府南丹市
06243 （株）岡田新一設計事務所 東京都文京区
35154 （株）押田建築設計事務所 富山県富山市
06240 （株）オリエンタルコンサルタンツ福井事務所 福井県福井市
06241 オリジナル設計（株）福井営業所 福井県福井市

カ 07087 開発虎ノ門コンサルタント（株）関西支店 大阪府大阪市
06347 海洋エンジニアリング（株） 東京都台東区
35036 （株）価値総合研究所 東京都千代田区
35107 （株）金沢計画研究所 石川県金沢市
35180 （株）時設計 東京都中央区
06403 川崎地質（株）西日本支社 大阪府大阪市
06866 06866 （株）環境管理センター技術センター 東京都八王子市
06975 環境計測（株） 京都府京都市
06702 （株）環境公害研究センター 石川県金沢市
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06250 （株）環境事業計画研究所 京都府京都市
35086 環境設計（株） 大阪府大阪市
06405 （株）環境総合テクノス 大阪府大阪市
06247 （株）環境デザイン研究所 東京都港区
06254 （株）かんこう 大阪府大阪市
06404 （株）関西シビルコンサルタント 大阪府大阪市

キ 06742 技建開発（株）金沢支店 石川県金沢市
07059 基礎地盤コンサルタンツ（株）福井事務所 福井県福井市
06255 キタイ設計（株）福井事務所 福井県福井市
35168 （株）北日本ジオグラフィ 石川県金沢市
35094 （株）教育施設研究所大阪事務所 大阪府大阪市
06259 （株）共同建築設計事務所 東京都新宿区
35141 京都伝統建築技術協会 京都府京都市
06260 （株）協和コンサルタンツ関西営業所 大阪府大阪市
06414 協和設計（株） 大阪府茨木市
06261 （株）極東技工コンサルタント 大阪府吹田市
07131 （一社）近畿建設協会福井支所 福井県福井市
35155 （株）きんそく 京都府京都市

ク 06263 （株）空間創研 京都府京都市
35142 （株）隈研吾建築都市設計事務所 東京都港区
06265 （株）久米設計名古屋支社 愛知県名古屋市
35108 （株）グリーン 石川県金沢市
35161 （株）グリーンエコ 大阪府大阪市
07015 （株）栗生総合計画事務所 東京都文京区
35133 （株）黒川紀章建築都市設計事務所 東京都千代田区

ケ 35186 景域計画（株） 神奈川県横浜市
06424 ケイエムエンジニアリング（株）福井営業所 福井県福井市
06426 （株）計画情報研究所 石川県金沢市
09176 （一財）経済調査会関西支部 大阪府大阪市
06428 06428 （株）建設環境研究所大阪支社 大阪府大阪市
00626 06266 （株）建設技術研究所福井事務所 福井県福井市
35024 （一財）建設物価調査会大阪事務所 大阪府大阪市
06669 （株）建築設備設計研究所 東京都港区

コ 06995 （株）交建設計 東京都中央区
35126 （株）上坂設計 大阪府大阪市
07084 （株）交通システム研究所 大阪府大阪市
06435 04277 （株）興和北陸支店 石川県金沢市
06271 国際航業（株）福井営業所 福井県福井市
35056 国際文化財（株）福井営業所 福井県福井市
06273 （株）国土開発センター福井支店 福井県福井市
06904 国土情報開発（株） 東京都世田谷区
06439 04046 国土防災技術（株）福井支店 福井県福井市
07070 （株）コム計画研究所 大阪府大阪市

サ 06277 （株）佐藤総合計画関西オフィス 大阪府大阪市
06759 砂防エンジニアリング（株） 埼玉県川越市
35091 （一財）砂防・地すべり技術センター 東京都千代田区
07064 （株）三進 岐阜県大垣市
06442 サンスイコンサルタント（株） 京都府京都市
06445 （株）三水コンサルタント福井事務所 福井県福井市
06280 （株）三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市
06448 三洋テクノマリン（株）大阪支社 大阪府吹田市
06449 （株）三和綜合コンサル 大阪府大阪市
35044 （株）ジイケイ設計関西事務所 京都府京都市

シ 07006 シーラカンスケイアンドエイチ（株） 東京都杉並区
06281 ジェイアール西日本コンサルタンツ（株）北陸支店 石川県金沢市
06781 04878 ＪＸ金属探開（株） 東京都千代田区
35101 ジオ・サーチ（株） 東京都大田区
35016 塩見測量設計（株） 京都府福知山市
35080 （一社）システム科学研究所 京都府京都市
06460 写測エンジニアリング（株） 大阪府大阪市
06455 （株）シャトー海洋調査 大阪府大阪市
06461 （株）修成建設コンサルタント福井事務所 福井県福井市
07089 （株）上智 富山県砺波市
06462 昭和（株）関西支社 大阪府大阪市
06282 （株）昭和設計 大阪府大阪市
35093 （株）昭和設計事務所福井営業所 福井県福井市
35137 （株）シン技術コンサル新潟支店 新潟県新潟市
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35058 （株）新洲 滋賀県栗東市
07003 （株）新土木開発コンサルタント 兵庫県神戸市
06283 （株）新日 愛知県名古屋市
07080 （株）新日本コンサルタント福井営業所 福井県福井市
06611 新日本設計（株）福井営業所 福井県小浜市
06284 （株）新日本設備計画 大阪府大阪市
07118 （株）森林コンサルタント 大阪府東大阪市

ス 06710 （株）水圏科学コンサルタント 東京都大田区
35034 （一社）水産土木建設技術センター 東京都中央区
06466 （株）数理計画 東京都千代田区
35113 （株）スリーエスコンサルタンツ 大阪府大阪市

セ 35177 （株）静環検査センター名古屋支店 愛知県名古屋市
06943 正和設計（株）福井営業所 福井県福井市
35140 （株）セリオス福井営業所 福井県鯖江市
06417 （株）センク２１北陸事務所 石川県金沢市
06286 セントラルコンサルタント（株）大阪支社 大阪府大阪市
35077 35077 （株）ゼンリン中部支社 愛知県名古屋市

ソ 07101 （株）綜企画設計北陸支店 石川県金沢市
06760 （株）総合環境計画北陸事務所 石川県津幡町
06473 （株）綜合技術コンサルタント大阪支社 大阪府大阪市
06788 （株）総合設備計画 東京都荒川区
35048 （株）相和技術研究所関西支社大阪事務所 大阪府大阪市

タ 06475 第一復建（株） 福岡県福岡市
06290 （株）大建設計 大阪府大阪市
07018 大建設計（株） 岐阜県岐阜市
06711 大日コンサルタント（株）福井事務所 福井県福井市
06590 大日本コンサルタント（株）北陸支社 富山県富山市
06632 （株）ダイヤコンサルタント福井事務所 福井県三方上中郡若狭町
35092 太洋エンジニアリング（株）大阪支社 大阪府大阪市
06712 （株）太陽測地社 石川県金沢市
06481 大和探査技術（株）大阪支店 大阪府大阪市
35148 04076 大和リース（株）福井営業所 福井県福井市
06295 玉野総合コンサルタント（株） 愛知県名古屋市
09043 （一財）ダム技術センター 東京都台東区
07025 （株）俵設計 石川県金沢市
06297 04392 （株）丹青社 東京都港区

チ 06484 （株）地域開発研究所 東京都台東区
06921 （株）地域環境計画名古屋支社 愛知県名古屋市
06298 （株）地域計画建築研究所 京都府京都市
06679 （株）地域計画連合 東京都豊島区
07124 （株）地域経済研究所 大阪府大阪市
06486 （株）地域みらい 石川県鹿島郡中能登町
06763 （株）地域未来研究所 大阪府大阪市
06926 （株）地圏総合コンサルタント四国支店 愛媛県新居浜市
06301 中央開発（株）関西支社 大阪府吹田市
06764 中央コンサルタンツ（株）大阪支店 大阪府大阪市
06300 （株）中央設計技術研究所福井事務所 福井県福井市
06302 中央復建コンサルタンツ（株）福井営業所 福井県福井市
06487 中外テクノス（株）北陸営業所 石川県金沢市
07038 中電技術コンサルタント（株）関西営業所 大阪府大阪市
35187 中部水工設計（株）岐阜事務所 岐阜県多治見市
35063 （株）中部設計 富山県富山市
06591 04131 中部地下開発（株） 石川県金沢市
06489 中部地質（株）福井営業所 福井県越前市
06492 （株）長大大阪支社 大阪府大阪市

ツ 35163 （株）通電技術 北海道札幌市
テ 06631 （株）ティーネットジャパン北陸支社 新潟県新潟市
07062 （株）テイコク 岐阜県岐阜市
06493 帝人エコ・サイエンス（株）関西事業所 大阪府茨木市
35060 （株）テクノス電子企画 愛知県名古屋市
06956 電設コンサルタンツ（株） 東京都千代田区

ト 35114 04422 東亜道路工業（株）北陸支店 新潟県新潟市
35039 （株）東海システム設計 愛知県名古屋市
35070 04433 東急建設（株）大阪支店 大阪府大阪市
06499 04428 （株）東京久栄 東京都中央区
06307 （株）東京建設コンサルタント関西本社 大阪市北区
06308 東京コンサルタンツ（株）福井支店 福井県福井市
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06501 （株）東京設計事務所名古屋支所 愛知県名古屋市
35106 東京テクニカル・サービス（株） 千葉県浦安市
06503 （株）東光コンサルタンツ大阪支店 大阪府大阪市
06309 （株）東畑建築事務所大阪事務所 大阪府大阪市
35033 東洋技研コンサルタント（株）福井営業所 福井県丹生郡越前町
06310 （株）東洋設計福井支店 福井県福井市
06957 （株）道路建設コンサルタント福井営業所 福井県福井市
35029 （株）東和テクノロジー関西支店 大阪府大阪市
06303 04900 （株）トータルメディア開発研究所 東京都千代田区
06304 （株）トーニチコンサルタント中部支社 愛知県名古屋市
06681 （株）徳岡設計 大阪府大阪市
06312 （株）都市設計連合 兵庫県神戸市
07071 （株）トップライズ 新潟県新潟市
35162 （株）土木管理総合試験所福井支店 福井県福井市
07130 （一財）土木研究センター 東京都台東区

ナ 06512 内外エンジニアリング（株）北陸営業所 石川県金沢市
06314 （株）内藤建築事務所名古屋事務所 愛知県名古屋市
06514 中日本建設コンサルタント（株）福井事務所 福井県福井市
06513 中日本航空（株）富山支店 富山県富山市
07123 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋（株）金沢支店 石川県金沢市
07121 （株）ナカノアイシステム石川営業所 石川県金沢市
06511 ナチュラルコンサルタント（株） 石川県金沢市

ニ 06316 ニシキコンサルタント（株） 東京都千代田区
06518 （株）西日本技術コンサルタント 滋賀県草津市
06520 ニチレキ（株） 東京都千代田区
06519 日化エンジニアリング（株） 大阪府大阪市
06765 （株）日研技術 石川県金沢市
06318 （株）日建技術コンサルタント 大阪府大阪市
06954 06954 （株）日建設計大阪オフィス 大阪府大阪市
06317 （株）日建設計シビル 大阪府大阪市
07116 （株）日航コンサルタント 広島県東広島市
06522 （株）日さく東日本支社 埼玉県さいたま市
06523 （株）日産技術コンサルタント北陸事務所 福井県福井市
06320 （株）日水コン福井事務所 福井県福井市
06322 （株）日総建中部事務所 愛知県名古屋市
06686 04482 （株）日展 大阪府大阪市
06526 04025 日特建設（株）福井営業所 福井県福井市
35099 （株）日本海洋科学 神奈川県川崎市
06329 日本交通技術（株）名古屋支店 愛知県名古屋市
35010 （株）日本インシーク福井営業所 福井県越前市
06634 日本海航測（株）福井支店 福井県福井市
06323 （株）日本海コンサルタント福井支店 福井県福井市
06529 日本海洋コンサルタント（株） 東京都港区
07085 （一財）日本環境衛生センター 神奈川県川崎市
06829 （一財）日本気象協会福井事業所 福井県福井市
06530 04040 日本基礎技術（株）北陸営業所 福井県福井市
06326 （株）日本空港コンサルタンツ西日本支社 大阪府大阪市
35074 （株）日本経済研究所 東京都千代田区
06328 日本工営（株）福井事務所 福井県福井市
06534 （株）日本構造橋梁研究所大阪支社 大阪府大阪市
09062 （公社）日本交通計画協会 東京都文京区
06536 （株）日本港湾コンサルタント西日本事業本部関西支店 兵庫県神戸市
06330 日本シビックコンサルタント（株）大阪支店 大阪府大阪市
06963 （一財）日本消防設備安全センター 東京都港区
06331 日本振興（株） 大阪府泉南市
06538 （株）日本水工コンサルタント関東支店 埼玉県さいたま市
06332 日本水工設計（株）福井事務所 福井県福井市
35023 （公財）日本生態系協会 東京都豊島区
06333 （株）日本設計関西支社 大阪府大阪市
35185 （株）日本総合研究所 東京都品川区
06911 日本組織電気（株） 東京都豊島区
06541 日本地下水開発（株） 山形県山形市
06335 （一社）日本駐車場工学研究会 東京都港区
07103 日本都市技術（株）関西支店 大阪府大阪市
06545 （株）日本能率協会総合研究所 東京都港区
06547 日本物理探鑛（株）関西支店 大阪府大阪市
06945 日本ミクニヤ（株）大阪支店 大阪府大阪市
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06315 （株）ニュージェック福井事務所 福井県福井市
ネ 35083 （株）ネットアルファ 東京都千代田区
ノ 35149 （株）ノア技術コンサルタント 奈良県桜井市
35130 （株）ノガミ 新潟県新潟市
06337 04529 （株）乃村工藝社 東京都港区
06551 （株）野村総合研究所 東京都千代田区

ハ 06837 04788 ハイウェイ・リバーメンテナンス（株）福井支店 福井県福井市
06338 パシフィックコンサルタンツ（株）福井事務所 福井県福井市
07105 橋本技術（株）福井支店 福井県越前市
06339 （株）パスコ福井支店 福井県福井市
06554 （株）ハンシン 大阪府大阪市
06767 （株）阪神コンサルタンツ 奈良県奈良市

ヒ 35041 （株）ピーエムコンサルタント福井支店 福井県福井市
07108 ビーム計画設計（株）金沢事務所 石川県金沢市
06983 04930 東山管理センター（株） 京都府京都市
35081 （株）日吉 滋賀県近江八幡市

フ 06768 （株）吹上技研コンサルタント福井営業所 福井県福井市
06346 （株）復建エンジニヤリング名古屋支社 愛知県名古屋市
06560 復建調査設計（株）大阪支社 大阪府大阪市
07065 （株）プラネット・コンサルタント 石川県金沢市
06342 （株）プレック研究所大阪事務所 大阪府大阪市
07063 （株）文化財保存計画協会 東京都千代田区

ヘ 06561 （株）ヘッズ 大阪府大阪市
ホ 06881 ポートコンサルタント（株） 東京都文京区
06562 04058 （株）ホクコク地水福井営業所 福井県福井市
06565 北電技術コンサルタント（株）福井支店 福井県福井市
06563 北陸航測（株）福井支店 福井県福井市
06843 北海道地図（株）東京支店 東京都千代田区

マ 06691 （株）槙総合計画事務所 東京都渋谷区
35183 （株）間瀬コンサルタント名古屋支店 愛知県名古屋市
06352 （株）松田平田設計大阪事務所 大阪府大阪市
35066 （株）丸川建築設計事務所東京事務所 東京都文京区

ミ 35181 （株）三上建築事務所 茨城県水戸市
35169 （株）三井Ｅ＆Ｓテクニカルリサーチ東部事業所 千葉県市原市
06823 三井共同建設コンサルタント（株）福井営業所 福井県福井市
06570 （株）三菱地所設計中部支店 名古屋市中区
06569 （株）三菱総合研究所 東京都千代田区
06955 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）名古屋 愛知県名古屋市
06987 （株）三宅建築事務所 京都府京都市
35129 （株）宮建築設計 徳島県徳島市
07120 （株）宮本忠長建築設計事務所 長野県長野市

ム 06800 04866 （株）ムラヤマ 東京都江東区
メ 06573 明治コンサルタント（株）大阪支店 大阪府池田市
モ 35089 （株）森エンジニアリング京都支店 京都府舞鶴市
35007 （株）森のエネルギー研究所 東京都羽村市

ヤ 06358 （株）安井建築設計事務所 大阪府大阪市
06574 八千代エンジニヤリング（株）福井事務所 福井県福井市
06359 （株）山下設計中部支社 愛知県名古屋市
06867 （株）山田綜合設計 大阪府大阪市

ユ 06986 （株）ユーデーコンサルタンツ 大阪府大阪市
06577 （株）ユニオン福井営業所 福井県福井市
35062 （株）ユニオンリサーチ 大阪府大阪市
35164 （株）ユニバァサル設計金沢事務所 石川県金沢市

ヨ 06360 （株）横河建築設計事務所大阪事務所 大阪府大阪市
35178 （株）吉田建設福井営業所 福井県福井市

ラ 35165 （株）ラーゴ 滋賀県近江八幡市
06618 （株）ライフ計画事務所 東京都江東区
06582 ランドブレイン（株）名古屋事務所 愛知県名古屋市

リ 06584 （株）利水社 石川県金沢市
06363 （株）緑景 大阪府大阪市

ル 06364 （株）類設計室 大阪府大阪市
レ 07104 07104 （株）レインボ－・コンサルタント 東京都大田区
ロ 06588 （株）ロード・エンジニアリング 東京都荒川区
ワ 07028 （株）ワイ・シー・イー大阪事務所 大阪府大阪市
06365 若鈴コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市


