
役職名 代表者氏名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ

(財)日本環境衛生センター 理事長 奥村　明雄 210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10番6号 044-288-4896

(社)京都公共嘱託登記司法書士協会 理事長 北代　貞男 604-0973 京都府京都市中京区柳馬場通夷川上る5丁目232番地の1 075-241-4757

(社）京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会 理事長 乾　倬一郎 604-0984 京都府京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町439番地 075-222-2155

(社)京都微生物研究所 理事長 衣川　克巳 607-8482 京都府京都市山科区北花山大林町20-1 075-593-1441

(社)システム科学研究所 専務理事 浅井　加寿彦 604-8223 京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町428番地　新町アイエスビル 075-221-3022

(財)ひょうご環境創造協会 理事長 大原　義弘 654-0037 兵庫県神戸市須磨区行平町3丁目1番31号 078-735-2737

ＮＴＣコンサルタンツ㈱ 近畿支社 支社長 新谷　和男 600-8421 京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町161 075-353-5230

朝日航洋㈱ 西日本空情支社 支社長 上橋　輝彦 564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番31号 06-6338-3321

アジア航測㈱ 京都支店 支店長 福木　美武 604-0845 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地　明治安田生命京都ビル7F 075-254-0447

一級建築士北斗建築設計事務所 代表者 木ノ下　重正 620-0803 京都府福知山市観音寺89 0773-27-3884

一般財団法人　日本気象協会 関西支社 支社長 橋本　道明 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号 06-6266-8421

エヌエス環境㈱ 西日本支社 支社長 浅野　幸雄 564-0062 大阪府吹田市垂水町2-36-27 06-6310-6222

応用地質㈱ 滋賀支店 支店長 立花　規弘 520-0044 滋賀県大津市京町4丁目4番23号 077-527-0146

大阪エンジニアリング㈱ 京都支店 支店長 伊波　克己 620-0055 京都府福知山市篠尾新町3丁目113　コーポレートハウス吉晃201 0773-25-1853

小川建築設計 代表 小川　延幸 620-0921 京都府福知山市かしの木台1丁目49-7 0773-24-2318

オリジナル設計㈱ 大阪事務所 所長 岩崎　　晃 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目2番7号　山陽日生瓦町ビル 06-6223-1200

開発虎ノ門コンサルタント㈱ 関西支店 執行役員支店長 小澤　昭治 530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目2番5号　第二新興ビル 06-6352-2813

環境設計㈱ 代表取締役 中野　　晋 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-4-2 06-6261-2144

環境設計㈱ 京都事務所 所長 小田　光輝 607-8483 京都府京都市山科区北花山市田町36-10 075-582-9310

関西技術コンサルタント㈱ 京都北事務所 所長 平野　和志 629-3564 京都府京丹後市久美浜町慰ヶ畑997-1 0772-84-9071

カンゼ航測㈱ 代表取締役 坂本　和郎 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目7番8号 06-6261-2398

菅測量設計㈱ 代表取締役 菅　　祥子 616-8218 京都府京都市左京区常盤出口町1 075-882-0301

企業組合　一級建築士事務所ひと・まち設計 代表理事 石上　圭介 607-8411 京都府京都市山科区御陵大津畑町43番地22　タウンズホワイト1F 075-748-6550

岸建築事務所 代表者 岸　　弘 607-8181 京都府京都市山科区大宅打明町13-1 075-501-0247

基礎地盤コンサルタンツ㈱ 京都事務所 所長 松井　憲一 607-8085 京都府京都市山科区竹鼻堂の前町46-4　オフィスセゾン3FB 075-582-8348

キタイ設計㈱ 京都支社 支社長 萩原　孝司 620-0055 京都府福知山市篠尾新町1丁目56番地-1 0773-22-8866

共同設計㈱ 京都事務所 代表者 梅原　繁樹 612-8081 京都府京都市伏見区新町11丁目358-10 075-604-5826

協和設計㈱ 京都事務所 所長 渡邊　良彦 612-8487 京都府京都市伏見区羽束師菱川町311番地1 075-934-5345

近畿技術コンサルタンツ㈱ 京都事務所 所長 松田　康雄 604-0925 京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474　日宝御池ビル 075-256-3896

近畿設計測量㈱ 代表取締役 周防　國滿 520-0821 滋賀県大津市湖城が丘32番3号 077-522-1884

近畿測地設計㈱ 代表取締役 塩見　吉伸 620-0803 京都府福知山市字観音寺421番地 0773-27-6034

近畿測量㈱ 代表取締役 奥野　勝司 601-8134 京都府京都市南区上鳥羽大溝6番地 075-682-7710

倉測建設コンサルタント㈱ 大阪支店 支店長 藤原　博史 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町2-9-11 06-4400-8336

京福コンサルタント㈱ 京都支社 支社長 芝田　清邦 625-0036 京都府舞鶴市字浜1199-10 0773-62-2443

商　号　又は　名　称
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建築工房ヴェネックス 代表 中尾　康彦 667-0311 兵庫県養父市大屋町市場4番地 079-669-1781

晃和調査設計㈱ 京都事務所 京都事務所長 後藤　晃生 610-0343 京都府京田辺市大住仲ノ谷2番地114 0774-63-1713

国際航業㈱ 京都支店 支店長 瀬戸　竜太 600-8416 京都府京都市下京区鳥丸通高辻下ル薬師前町707　鳥丸シティ・コアビル 075-351-0530

国土工営コンサルタンツ㈱ 代表取締役社長 石原　　元 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目6番14号 06-6195-3991

国土情報開発㈱ 代表取締役社長 羽田　　寛 154-8５30 東京都世田谷区池尻2-7-3 03-5481-3000

国土防災技術㈱ 大阪支店 支店長 脇田　浩央 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目10番１3号 06-6136-9911

サンコーコンサルタント㈱ 京都営業所 所長 武政　正知 600-8421 京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町161 075-741-6878

サンスイコンサルタント㈱ 代表取締役 大久保　憲一 600-8108 京都府京都市下京区五条通新町西入西錺屋町23番地 075-343-3181

ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱ 代表取締役 赤星　輝明 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-4-20 06-6303-6971

塩見測量設計㈱ 代表取締役 塩見　幸雄 620-0035 京都府福知山市字内記65番地の15 0773-22-4947

写測エンジニアリング㈱ 大阪支店 支店長 光本　昇一 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町3丁目2番15号 06-6768-3141

昭和㈱ 京都営業所 所長 熊木　敏之 604-0995 京都府京都市中京区寺町通丸太町下る下御霊前町633番地 075-256-0950

住友金属テクノロジー㈱ 和歌山事業部　尼崎南営業所 事業部長 名取　　敦 660-0843 兵庫県尼崎市東海岸町21番地1 06-6409-1121

セントラルコンサルタント㈱ 京都営業所 所長 丸西　義昭 601-8414 京都府京都市南区西九条蔵王町53番地　ケンジントン・ハウス7F 075-662-8050

全日本コンサルタント㈱ 京都営業所 所長 弓削　満芳 601-8414 京都府京都市南区西九条蔵王町53 075-661-7565

第一建設設計㈱ 京都事務所 所長 村瀬　雅行 607-8154 京都府京都市山科区東野門口町27-15 東野ビル 075-583-2557

第一測量設計㈱ 代表取締役 土屋　滿祥 615-0842 京都府京都市右京区西京極薮開町12番地 075-313-0600

第一復建㈱ 京都事務所 執行役員所長 八木　　均 610-0331 京都府京田辺市田辺沓脱57-6 0774-68-1597

ダイシン設計㈱ 代表取締役 芳本　　浩 559-0017 大阪府大阪市住之江区中加賀屋3丁目10番13号 06-6681-8841

大日コンサルタント㈱ 大阪支社 理事支社長 馬詰　省吾 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-12-8 06-6838-1355

大日本コンサルタント㈱ 京都営業所 所長 小川　直樹 600-8421 京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町161番地 075-353-5886

太洋エンジニアリング㈱ 京都営業所 所長 高見　尚伯 619-0214 京都府木津川市木津池田106-9 0774-71-8676

大和不動産鑑定㈱ 京都支社 京都支社長 西井　雅志 600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町8番 075-257-1455

髙木不動産鑑定事務所 所長 髙木　正夫 604-0952 京都府京都市中京区富小路通二条下る俵屋町191番地の１ 075-222-0828

田野島測量設計㈱ 代表取締役 高見　清志 620-0064 京都府福知山市岩井東町12-2 0773-22-5031

玉野総合コンサルタント㈱ 京滋事務所 所長 福原　圭吾 520-0806 滋賀県大津市打出浜13番45号　レークサイドビル 077-525-4151

中央開発㈱ 京滋営業所 所長 束原　　純 600-8216 京都府京都市下京区新町通七条下がる東塩小路町590番地10 075-352-1890

中央コンサルタンツ㈱ 大阪支店 執行役員支店長 天野　清光 541-0053 大阪府大阪市中央区本町2丁目6番10号 06-6243-2541

中央復建コンサルタンツ㈱ 京都営業所 所長 木田　　卓 604-8162 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町626　烏丸小泉ビル 075-231-6410

中外テクノス㈱ 関西支社 支社長 米屋　昭宣 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西四丁目3-27 06-6359-5111

東京テクニカル・サービス㈱ 代表取締役 吉池　　南 279-0022 千葉県浦安市今川4-12-38-1 047-354-5337

東洋技研コンサルタント㈱ 代表取締役 重松　哲郎 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目14番11号 06-6886-1081

東洋メンテナス㈱ 代表取締役社長 岡　　健積 578-0965 大阪府東大阪市本庄西1丁目10番24号 06-4309-0880

東和環境科学㈱ 関西事務所 所長 道法　雅樹 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目24-22 06-6612-8861
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富二設計コンサルティング㈱ 京都事務所 所長 中田　秀明 604-8145 京都府京都市中京区東洞院通蛸薬師下ルエステートビル四条烏丸5F 075-256-1076

中日本建設コンサルタント㈱ 京都事務所 所長 田村　泰造 604-0857 京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町263番地 京榮烏丸ビル内 075-212-2081

中日本航空㈱ 大阪支店 支店長 有田　道雄 581-0043 大阪府八尾市空港2-12 072-993-7200

中村建設コンサルタント㈱ 代表取締役 中村　秀樹 603-8804 京都府京都市北区西賀茂井ノ口町38番地15 075-493-3221

南海カツマ㈱ 関西支社 常務取締役支社長 川畑　昭二 556-0013 大阪府大阪市浪速区戒本町1丁目9番19号 06-6632-9750

南海測量設計㈱ 神戸営業所 所長 佐伯　　衛 651-1311 兵庫県神戸市北区有野町二郎686-9 078-958-7707

ニッソー鑑定京都㈱ 代表取締役社長 森口　　匠 604-8227 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

日本技術サービス㈱ 京都事務所 所長 内田　浩幸 619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字畠田4番地1 0774-98-3312

日本基礎技術㈱ 関西支店 執行役員支店長 田中　幸三 530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6番22号　NKGビル 06-6351-0562

日本工営㈱ 大阪支店 支店長 小野　愼吾 530-0047 大阪府大阪市北区西天満1丁目2番5号　大阪ＪＡビル 06-7177-9500

日本交通技術㈱ 大阪支店 大阪支店長 中筋　啓之 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1丁目4番2号　プライム本町ビルディング 06-6479-3520

日本上下水道設計㈱ 京都出張所 所長 大道　雅史 626-0001 京都府宮津市文珠179-1 0772-22-8263

日本振興㈱ 京都事務所 所長 坂本　政治 610-0341 京都府京田辺市薪桑ノ木2-16 0774-68-1328

日本水工設計㈱ 京都事務所 所長 石川　髙輝 627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷930番地の9 0772-69-1002

日本測地設計㈱ 関西支店 支店長 山田　好男 556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目7番3号 06-6567-1718

日本メンテナスエンジニヤリング㈱ 京都支店 支店長 頼野　　勝 600-8212 京都府京都市下京区東洞院通七条下ル塩小路町520番地 075-353-5081

パシフィックコンサルタンツ㈱ 京都事務所 所長 福井　雅浩 600-8412 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町646　ダイマルヤ鳥丸ビル 075-342-5051

阪急設計コンサルタント㈱ 京都営業所 京都営業所長 石井　芳美 615-8073 京都府京都市西京区桂野里町15 075-392-0054

阪神測建㈱ 福知山支店 支店長 井上　一彦 620-0803 京都府福知山市字観音寺795番の2 0773-20-2611

ビーム計画設計㈱ 代表取締役 赤坂　光男 500-8455 岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目30番地 058-271-9111

東日本総合計画㈱ 京都事務所 所長 林　隆博 623-0035 京都府綾部市上野町上野100 0773-40-5120

福岡都市技術㈱ 関西支店 支店長 櫻井　史生 543-0025 大阪府大阪市天王寺区下味原町3番9号 06-6774-4120

福田総合コンサルタント㈱ 京都支社 京都支社長 藤原　邦彦 616-8314 京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町11-13 075-863-4161

フジ産業㈱ 代表取締役 松山　晴彦 640-8323 和歌山県和歌山市太田二丁目2番15号 073-474-5500

フジ地中情報㈱ 大阪支店 支店長 田村　典行 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目9番12号 06-6305-6851

復建調査設計㈱ 大阪支社 常務執行役員支社長 田中　政憲 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目4番13号 06-6392-7200

平和測量設計㈱ 代表取締役 藤井　爲之 573-0018 大阪府枚方市桜丘町28番34号 072-805-6262

ペンタフ㈱ 代表取締役 後藤　　淸 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1丁目7番10号 06-6458-1231

北陸通信工業㈱ 福井支店 常務取締役支店長 嶋田　泰嗣 918-8231 福井県福井市問屋町2丁目43番地 0776-24-1340

三井共同建設コンサルタント㈱ 京都営業所 所長 竹内　　克 615-8065 京都府京都市西京区下津林楠町37-7 075-393-9633

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱ 政策研究事業本部 取締役専務執行役員　政策研究事業本部長 黒田　忠司 541-8512 大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号　トレードピア淀屋橋19F 06-6208-1251

三菱電機ビルテクノサービス㈱ 関西支社 常務取締役支社長 小出　周三 530-6018 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 06-6355-6000

南大阪コンサルタント㈱ 代表取締役 森石　　登 596-0043 大阪府岸和田市宮前町20番20号 072-423-2000

都コンサルタント㈱ 代表取締役 山田　　昇 607-8165 京都府京都市山科区椥辻平田町160 075-501-0235



役職名 代表者氏名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ商　号　又は　名　称

明治コンサルタント㈱ 大阪支店 支店長 山崎　　充 563-0048 大阪府池田市呉服町10-14 072-751-1659

毛管浄化システム㈱ 代表取締役 木村　弘子 173-0026 東京都板橋区中丸町11-2　ワコーレ要町ビル 03-5995-2849

八千代エンジニヤリング㈱ 大阪支店 常務取締役支店長 出水　重光 540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目4番70号 06-6945-9200

湯浅コンサルタント㈱ 代表取締役 湯浅　博之 604-0952 京都府京都市中京区富小路通二条下る俵屋町195 075-241-1825

吉村不動産鑑定所 所長・不動産鑑定士 吉村　將人 615-8185 京都府京都市西京区樫原宇治井町3番地14 075-393-0497

ランドブレイン㈱ 大阪事務所 所長 山北　　知 550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目3番15号 大阪建大ﾋﾞﾙ 06-6541-2755

ワークエンジニアリング㈱ 代表取締役 岩田　　茂 604-0883 京都府京都市中京区間之町竹屋町下ル楠町610番地　森ビル2F 075-221-8023

若鈴コンサルタンツ㈱ 関西支店 支店長 森本　譲二 604-0872 京都府京都市中京区東洞院竹屋町下ル三本木5丁目470　竹屋町法曹ビル3F 075-211-5408

和歌山航測㈱ 大阪支店 支店長 高岡　健司 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町6丁目4番8号　新空堀ビル209 06-6762-7002

㈱ＧＥＯソリューションズ 代表取締役 藤井　達司 663-8243 兵庫県西宮市津門大箇町2番23号 0798-37-1280

㈱ＧＩＳ関西 代表取締役社長 北川　育夫 550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-12-17 06-6110-2120

㈱ＩＮＡ新建築研究所 大阪支店 支店長 倉野　一隆 532-0004 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目5番33号　新大阪飯田ビル3F 06-6399-2171

㈱ＫＡＫ 京都事務所 所長 宮崎　眞二 602-8297 京都府京都市上京区一条通千本東入伊勢殿構町274番地1 075-415-7170

㈱ＫＥＩＳＩＮ 代表取締役 西林　嘉隆 590-0834 大阪府堺市堺区出島町3-8-22 072-201-2144

㈱ＮＩＳＳＯ 京都支店 支店長 横野　浩一 604-8227 京都府京都市中京区西洞院通錦小路上る古西町436 075-251-0779

㈱ＮＮＣエンジニアリング 代表取締役 青柳　良孝 940-2057 新潟県長岡市寺宝町130-1 0258-27-1633

㈱ＮＴＴファシリティーズ 関西事業本部 常務取締役関西事業本部長 武田　　勉 550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目4番14号 06-6446-7411

㈱ＵＲサポート 京都営業所 所長 永井　章雄 601-8023 京都府京都市南区東九条南松ノ木町1-1-1-205 075-671-8882

㈱アーシン 代表取締役 浦邊　真郎 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9番1号　新大阪花村ビル802号 06-6100-3336

㈱アーステック東洋 代表取締役 中井　卓巳 601-1374 京都府京都市伏見区醍醐西大路町44-32 075-575-2233

㈱アーバン・プランニング研究所 代表取締役 北條　信英 540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2-4-14　宇野ビル201号 06-6943-5391

㈱アーバンパイオニア設計 京都営業所 所長 西口　勝次 617-0824 京都府長岡京市天神4-5-9 075-952-2806

㈱アール・アイ・エー 大阪支社 支社長 岩永　裕人 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1番5号 大阪合同ビル 06-6312-9154

㈱アイ・ディー・エー 京都営業所 所長 橋本　知之 603-8064 京都府京都市北区上賀茂菖蒲園町32番地5 075-724-0390

㈱アイテクノ 京都事務所 所長 中西　　敏 621-0826 京都府亀岡市篠町篠上西裏9 0771-21-2267

㈱アグラ設計事務所 代表取締役 安倉　裕介 617-0003 京都府向日市森本町15番地の1 075-922-1185

㈱アコード 代表取締役 後藤　完二 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10番14号 06-6445-0557

㈱アスコ 京都営業所 所長 今井　　諭 600-8357 京都府京都市下京区猪熊通五条上る柿本町587-22 075-801-8718

㈱梓設計 大阪支社 取締役支社長 横田　宗久 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番90号　梅田スカイビルガーデンファイブ2F 06-6450-1771

㈱阿波設計事務所 京都支店 支店長 寺本　尚樹 604-8233 京都府京都市中京区油小路通四条上ル藤本町562 075-231-5688

㈱イ・エス・エス 代表取締役 西谷　　保 112-0003 東京都文京区春日1-6-1-102 03-3813-6817

㈱イオマップ 代表取締役 石浦　　紀 601-0534 京都府京都市右京区京北下弓削町金屋17-1 075-854-0856

㈱石居設計 京都営業所 営業所長 北田　公祐 601-8475 京都府京都市南区八条内田町60-6 075-672-8815

㈱石本建築事務所 大阪支所 取締役支所長 丸山　利幸 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-6-12　サンマリオンＮＢＦタワー 06-6251-7507



役職名 代表者氏名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ商　号　又は　名　称

㈱市浦ハウジング＆プランニング 大阪支店 取締役支店長 田中　純一 530-0047 大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号　JIN・ORIXビルディング 06-6361-8480

㈱一信社 代表取締役 百合口　賢次 604-0861 京都府京都市中京区烏丸通丸太町下る大倉町201番地 075-211-5358

㈱伊藤・梅原建築設計事務所 代表取締役 高橋　　宏 620-0846 京都府福知山市字長田768番地の1 0773-27-3008

㈱上坂設計 代表取締役 上坂　成輝 530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目4番12号 06-6367-1113

㈱ウエスコ 福知山営業所 所長 山本　茂満 620-0055 京都府福知山市篠尾新町4丁目68番地 0773-23-2840

㈱ウォーターエージェンシー 京都営業所 営業所長 横江　　玲 604-0033 京都府京都市中京区御池通西洞院東入橋之町741番地の3 075-222-8920

㈱潮技術コンサルタント 京都事務所 所長 上中野　猛 611-0041 京都府宇治市槇島町薗場33番地 0774-28-6733

㈱浦野設計 関西支社 支社長 庄　　幸雄 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2-2-20 06-6944-7706

㈱エイテック 京都営業所 所長 吉本　智彦 604-0834 京都府京都市中京区間之町通御池上ル高田町502 075-222-8690

㈱栄和設計事務所 取締役社長 川野　達彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島3丁目1番54号 06-6452-1651

㈱エス技建 広島営業所 所長 藤戸　明夫 733-0021 広島県広島市西区上天満真備3番28号　第2倉本ビル2F 082-297-6856

㈱エヌイーエス 取締役社長 戎井　章浩 530-0022 大阪府大阪市北区浪花町14番25号 06-6376-1371

㈱エヌエイチケイアイテック 関西支社 支社長 高柳　　繁 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2丁目9番3号　ガレリア大手前ビル3F 06-6966-0411

㈱エルクコンサルタント 代表取締役 河野　　勝 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目2番9号 078-222-2108

㈱大阪水道工業会研究所 京都支社 取締役支社長 徳岡　幸雄 615-8224 京都府京都市西京区上桂三ノ宮町26番47号 075-393-3226

㈱オオバ 大阪支店 支店長 吉崎　龍則 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目7番3号 06-6228-1350

㈱小河建築設計事務所 代表取締役 瓜生田　尚彦 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町1-7-16　ＣＳＴ大阪ビル 06-6264-3301

㈱おとくに設計 代表取締役 朝稲　敏彦 617-0814 京都府長岡京市今里更ノ町39番地8 075-955-0222

㈱オリエンタルコンサルタンツ 京都事務所 所長 今野　貴弘 604-0834 京都府京都市中京区間之町通御池上る高田町502番地　花柳ビル 075-254-8088

㈱オルサム 代表取締役 大西　眞二 624-0913 京都府舞鶴市字上安久14-1 相生グリーンビル 0773-78-9166

㈱環境整備研究所 代表取締役 佐久間　健治 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-1100号 06-6344-0530

㈱環境総合テクノス 京都支店 支店長 斉藤　正男 611-0021 京都府宇治市宇治里尻78番地5 0774-21-5091

㈱かんこう 京都支店 支店長 南　　克浩 606-8385 京都府京都市左京区川端二条下ル孫橋町25番地 075-752-0752

㈱関西エンジニヤリング 大阪営業所 所長 土橋　　徹 555-0025 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目20-3 06-6474-2508

㈱関西シビルコンサルタント 代表取締役社長 山田　裕一 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-4-20 06-6838-7061

㈱関西総合鑑定所 代表取締役 細見　正博 604-0862 京都府京都市中京区烏丸通竹屋町下ル少将井町230-1 吉村ビル3階 075-252-2367

㈱関西総合研究所 代表取締役 池田　恭和 540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目3番16号 06-6945-5871

㈱関西土木技術センター 代表取締役 原　　文利 612-8415 京都府京都市伏見区竹田中島町5 075-641-3015

㈱関西補償問題研究所 京都支店 京都支店長 本田　　潤 617-0841 京都府長岡京市梅が丘1丁目41番地 075-958-2132

㈱寛設計事務所 京都営業所 所長 新原　　洋 604-8873 京都府京都市中京区壬生花井町23番地 075-813-1667

㈱管総研 代表取締役社長 濱田　憲一 661-8567 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 06-6470-6300

㈱キクチコンサルタント 代表取締役 菊池　博之 603-8345 京都府京都市北区平野八丁柳町66-8 075-462-5544

㈱技研 京都南営業所 所長 石田　恵一 610-0352 京都府京田辺市花住坂3丁目22-14 0774-68-2474

㈱京都空間研究所 代表取締役 松木　一恭 604-0033 京都府京都市中京区御池通西洞院東入橋之町741番地の3　イトーピア上田御池ビル102 075-221-0565



役職名 代表者氏名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ商　号　又は　名　称

㈱京都森林総合コンサルタント 代表取締役 飛川　輝隆 604-8424 京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町123番地 075-841-1072

㈱橋梁コンサルタント 関西支社 取締役支社長 城野　和夫 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町3丁目3番10号 中西ビル内 06-6245-7277

㈱協和コンサルタンツ 関西支店 支店長 斉藤　健一 530-0045 大阪府大阪市北区天神西町5-17 06-6367-1635

㈱極東技工コンサルタント 京都事務所 取締役所長 竹内　弘志 607-8075 京都府京都市山科区音羽野田町15-3 075-583-2650

㈱キンキ地質センター 代表取締役 吉川　雅章 612-8236 京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内33-3 075-611-5281

㈱近代設計 大阪支社 支社長 伊丹　　大 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目1番4号 06-6228-3222

㈱空間創研 代表取締役 宇戸　睦雄 600-8239 京都府京都市下京区東堀川通下魚ノ棚下る鎌屋町23 シンエイ堀川ビル5F 075-353-6337

㈱空間文化開発機構 代表取締役 真鍋　建男 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1丁目8番8号 06-6229-0130

㈱久米設計 大阪支社 支社長 小西　威史 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10番8号　パシフィックマークス肥後橋 06-6444-1161

㈱倉田総合鑑定 京都営業所 京都営業所長 小出　欽也 602-8441 京都府京都市上京区大宮通五辻下る観世町116-21 075-417-1365

㈱クリアス 代表取締役社長 森　　一英 612-8429 京都府京都市伏見区竹田西段川原町69番地 075-643-1911

㈱クレアリア 関西支店 関西支店長 早坂　佳之 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-7-18-903 06-6885-6665

㈱ケイズ 代表取締役 熊井　隆裕 604-0925 京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474番地 075-241-1362

㈱ケンセイ 代表取締役 今中　健司 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-31 06-6323-6781

㈱建設技術研究所 大阪本社 取締役常務執行役員大阪本社長 喩　　朝夫 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-7 06-6206-5555

㈱構造総合技術研究所 代表取締役 高井　俊次 577-0012 大阪府東大阪市長田東3丁目2番27号 06-6748-8880

㈱国土開発センター 京都営業所 所長 濱側　裕久 620-0052 京都府福知山市昭和町64番地 0773-22-1161

㈱五星 関西支社 支社長 今中　雅樹 540-0004 大阪府大阪市中央区玉造2丁目16番8号 06-6765-2805

㈱小西設計 取締役社長 湯浅　安彦 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1丁目12番16号 06-6532-4051

㈱コム・キューブ 代表取締役 内田　清次 604-8381 京都府京都市中京区西ノ京職司町64 075-803-3530

㈱コム建築コンサルタント 大阪営業所 所長 大門　憲司 535-0021 大阪府大阪市旭区清水1丁目17-15 06-6958-3311

㈱コンステック 代表取締役 中野　米蔵 540-0028 大阪府大阪市中央区常磐町2丁目3番14号 06-4791-3100

㈱佐藤総合計画 関西事務所 執行役員関西事務所長 吉田　諭司 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜東1番26号 06-6946-7330

㈱産業工学研究所 京都営業所 所長 坪井　良晴 600-8314 京都府京都市下京区若宮通六条下る若宮町544番地の1 075-353-9515

㈱三座建築事務所 代表取締役 井手　俊男 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-38 三洋ﾋﾞﾙ 06-6443-0051

㈱三水コンサルタント 京都事務所 所長 三村　仁志 601-8106 京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町8番地の7 075-692-1157

㈱サンテック 京都営業所 所長 牛田　悦郎 611-0025 京都府宇治市神明石塚32-5 0774-28-4031

㈱三弘建築事務所 代表取締役 古澤　伸介 662-0914 兵庫県西宮市本町4番16号 0798-34-5081

㈱サンワコン 京都支店 支店長 稲沢　幹也 620-0058 京都府福知山市字厚9番地 0773-23-2930

㈱三和綜合コンサル 京都支店 支店長 河脇　敏行 607-8142 京都府京都市山科区東野中井ノ上町1番25-506号 075-583-5730

㈱シードコンサルタント 京都北営業所 所長 峯　　明広 620-1443 京都府福知山市三和町寺尾14-5 0773-58-3581

㈱ジオテクノ関西 大阪営業所 所長 中島　　浩 530-6029 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30　ＯＡＰタワー29F 06-4801-0230

㈱滋賀測量設計事務所 代表取締役 村山　喜男 520-3435 滋賀県甲賀市甲賀町相模490番地1 0748-88-2093

㈱渋谷測量設計 代表取締役 渋谷　幸雄 621-0841 京都府亀岡市西つつじヶ丘五月台2丁目40番7号 0771-23-4360



役職名 代表者氏名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ商　号　又は　名　称

㈱島津テクノリサーチ 環境・食品本部 本部長 髙菅　卓三 604-8435 京都府京都市中京区西ノ京三条坊町2番地の13 075-811-3181

㈱ジャパックス 中丹営業所　 所長 濱　　正彦 623-0034 京都府綾部市田野町風久呂20番地5 0773-42-7900

㈱住建設計 代表取締役 若野　弘士 600-8216 京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579-1 075-344-0500

㈱修成建設コンサルタント 京都事務所 所長 田子　勝成 602-0906 京都府京都市上京区室町新町之間今出川下る今図子町375-1 075-415-7805

㈱上智 京都支店 支店長 前原　　裕 616-8181 京都府京都市右京区太秦京ノ道町11-1 常盤ハイツ104 075-871-2933

㈱昭和設計 代表取締役社長 沼田　　亘 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎4丁目12番10号 06-7174-8787

㈱信栄補償設計 京都営業所 所長 齋藤　　晃 606-0917 京都府京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町14番地1 075-723-1121

㈱新大阪エンジニアリング 京都事務所 取締役所長 木本　俊治 615-0002 京都府京都市右京区西院東今田町35番地1-801号 075-325-3958

㈱新洲 京都営業所 所長 安東　好彦 607-8179 京都府京都市山科区大宅御所田町100-6 075-571-3283

㈱新土木開発コンサルタント 大阪支店 支店長 青松　清吉 562-0046 大阪府箕面市桜ヶ丘4丁目6番12号 072-720-5530

㈱水研 京都営業所 所長 前田　輝夫 620-0058 京都府福知山市字厚9番地 0773-25-2691

㈱数理計画 代表取締役 相川　光明 101-0064 東京都千代田区猿楽町2丁目5番4号 03-3259-6262

㈱杉原設計事務所 大阪事務所 所長 高　　好弘 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目8番14号 犬飼ﾋﾞﾙ 06-6304-7186

㈱スペースビジョン研究所 代表取締役 宮前　洋一 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町2丁目9番3号　ガレリア大手前ビル11階 06-6942-6569

㈱スリーエスコンサルタンツ 京都営業所 所長 石原　義之 603-8427 京都府京都市北区紫竹上緑町13 075-491-4500

㈱西播設計 京都支店 支店長 元廣　忠志 620-0924 京都府福知山市下篠尾454 0773-22-6436

㈱設計京北 代表取締役 野村　　武 601-0251 京都府京都市右京区京北周山町21-2番地 075-852-8000

㈱設計事務所ゲンプラン 京都事務所 代表取締役 満野　　久 604-0835 京都府京都市中京区御池通間之町東入ル高宮町206番地 075-211-6464

㈱セリオス 代表取締役 須﨑　　保 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目4-10 06-6222-1451

㈱ゼンリン 関西支社 支社長 園田　孝司 550-0021 大阪府大阪市西区川口3丁目3番9号　ダイケイビル4F 06-6584-0334

㈱綜企画設計 京都支店 京都支店長 室谷　章二 601-8414 京都府京都市南区西九条蔵王町30番1号 075-694-1022

㈱総合環境計画 京都事務所 所長 泉　　朋德 612-8083 京都府京都市伏見区京町5丁目94番地 075-623-4381

㈱綜合技術コンサルタント 代表取締役 米塚　　充 601-8304 京都府京都市南区吉祥院前河原町1番地 075-312-0653

㈱総合計画機構 代表取締役 水上　貴之 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町二丁目2番22号 06-6942-1877

㈱相互設計事務所 代表取締役 花川　泰博 673-0404 兵庫県三木市大村1114番地 0794-83-6362

㈱双星設計 代表取締役 陸田　信彦 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎2-7-5 06-6373-2281

㈱相和技術研究所 関西支社 支社長 平野　直人 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目3番27-108号 06-6532-2058

㈱ソーゴーギケン 代表取締役 門河　良典 629-2251 京都府宮津市字須津1676-1 0772-46-5292

㈱園建築事務所 代表取締役 竹内　秀雄 615-8031 京都府京都市西京区牛ヶ瀬林ノ本町16 075-381-0936

㈱大建技術コンサルタンツ 京都営業所 所長 堀田　正伸 601-8364 京都府京都市南区吉祥院石原南町37-2　マッシュハイムＩ402 075-693-8012

㈱大建設計 代表取締役社長 平田　義秀 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目13番20号 06-6449-6800

㈱ダイヤコンサルタント 関西支社 支社長 魚住　誠司 564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目9番21号 06-6339-9141

㈱タカダ 京都営業所 所長 尾山　浩司 604-0985 京都府京都市中京区麩屋町通丸太町下る舟屋町424 075-255-5105

㈱高橋上田設計事務所 代表取締役 上田　文人 550-0013 大阪府大阪市西区新町一丁目4番21号　大幸ビル 06-6533-0972



役職名 代表者氏名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ商　号　又は　名　称

㈱滝下測量設計事務所 代表取締役 滝下　亮好 623-0035 京都府綾部市上野町藤山12-3 0773-42-3764

㈱田中測量設計事務所 代表取締役 田中　達人　 601-8205 京都府京都市南区久世殿城町220-1 075-933-7772

㈱谷澤総合鑑定所 代表取締役 金谷　正雄 530-0005 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 06-6208-3500

㈱田村一級建築設計事務所 代表取締役 田村　由樹 615-0032 京都府京都市右京区西院西高田町17-14 075-313-0565

㈱地域環境システム研究所 代表取締役 畑間　慎哉 540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-3-1 STUDIO64 902号 06-6942-0018

㈱地域計画建築研究所 代表取締役 杉原　五郎 600-8007 京都府京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町82 075-221-5132

㈱地域未来研究所 代表取締役 竹内　新一 530-0003 大阪府大阪市北区堂島1丁目5番17号 06-4796-8502

㈱中央設計技術研究所 京都事務所 所長 安田　豊治 604-0834 京都府京都市中京区間之町通御池上る高田町502番地　花柳ビル2階 075-254-8280

㈱長大 大阪支社 執行役員支社長 是澤　元博 550-0013 大阪府大阪市西区新町2丁目20番6号 06-6541-5793

㈱ティーネットジャパン 大阪支社 支社長 坂井　裕之 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町一丁目6番2号　TNJビル4F 06-6228-6910

㈱テクノス電子企画 代表取締役 本多　　修 453-0035 愛知県名古屋市中村区十王町5番28号 052-461-4002

㈱東亜設計 代表取締役 青野　正治 627-0042 京都府京丹後市峰山町長岡400-5 0772-62-1295

㈱東京建設コンサルタント 京都営業所 所長 小町　高司 607-8067 京都府京都市山科区音羽前田町20番25号 075-583-6100

㈱東京設計事務所 関西支社 取締役支社長 長谷川　隆之 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-29　テラサキ第2ビル 06-6398-1301

㈱東京ソイルリサーチ 関西支店 支店長 犬飼　正仁 564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目27番10号 06-6384-5321

㈱東光コンサルタンツ 京都営業所 所長 前原　行雄 612-0081 京都府京都市伏見区深草大島屋敷町33-1 075-642-2431

㈱東伸技術コンサルタント 代表取締役 川崎　　一 523-0892 滋賀県近江八幡市出町415番4 0748-33-8118

㈱東畑建築事務所 大阪事務所 常務取締役所長 和宇慶　朝武 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町四丁目4番10号 06-6202-0391

㈱東洋設計 福井支店 支店長 西川　明広 918-8238 福井県福井市和田2丁目1621番地 0776-26-0510

㈱東和テクノロジー 関西支店 支店長 野澤　隆志 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9-16　新大阪ストロングビル7F 06-6309-3300

㈱トーニチコンサルタント 西日本支社 常務取締役支社長 小笠原　令和 530-0028 大阪府大阪市北区万歳町3番20号　北大阪ビル 06-6316-1491

㈱徳岡設計 代表取締役 徳岡　昌克 530-0047 大阪府大阪市北区西天満6-3-11-205 06-6499-0701

㈱都研コンサルタント 代表取締役 奥山　幸司 604-0925 京都府京都市中京区寺町通御池上ﾙ本能寺前町474 075-255-2119

㈱都市環境設計 代表取締役社長 中原　　聡 556-0003 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-14-30 06-6636-2811

㈱都市景観設計 代表取締役 奥村　信一 541-0041 大阪市中央区北浜1丁目1番21号 06-6228-3388

㈱都市設計 代表取締役 村林　俊治 600-8146 京都府京都市下京区七条通間ノ町東入材木町477　ＫＳビル5F 075-351-1984

㈱都市設計総合研究所 代表取締役 田中　　正 530-0045 大阪府大阪市北区天神西町5-17 ｱｸﾃｨ南森町 06-6363-2676

㈱都市不動産鑑定所 代表取締役 栃岡　道夫 604-0862 京都府京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町245 075-256-3215

㈱トリ設備計画 代表取締役 西村　昭雄 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目7番14号　大阪写真会館 06-6262-0278

㈱内藤建築事務所 代表取締役 川本　雄三 606-8202 京都府京都市左京区田中大堰町182番地 075-781-4111

㈱中地コンサルタント 代表取締役 中地　恒元 629-3104 京都府京丹後市網野町浅茂川1836 0772-72-0268

㈱中村設計 代表取締役 下西　伊佐男 600-8436 京都府京都市下京区室町通松原下る元両替町254番地 075-353-5201

㈱中山綜合コンサルタント 代表取締役 中山　智支 640-8441 和歌山県和歌山市栄谷241番地 073-455-6335

㈱浪速技研コンサルタント 京都営業所 営業所長 青木　潤一 616-8105 京都府京都市右京区太秦森ヶ前町19番地11 075-873-2266
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㈱ニコス 京都支店 支店長 高品　勝三 620-0052 京都府福知山市昭和町77 0773-23-1335

㈱西日本技術コンサルタント 京都営業所 所長 中尾　要司 620-0055 京都府福知山市篠尾新町4丁目68番地 0773-23-6437

㈱西日本設計 京都事務所 所長 石上　雅敏 612-8332 京都府京都市伏見区樽屋町992番地210号 075-604-5365

㈱日総建 大阪事務所 所長 西村　二三男 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町2丁目1番13号 06-6264-5550

㈱日建技術コンサルタント 京都事務所 所長　 井上　　泰 600-8413 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680 住友生命烏丸通ビル 075-344-4606

㈱日建設計 大阪オフィス 代表取締役副社長大阪代表 林　　直樹 541-8528 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目6番2号 06-6203-2364

㈱日航コンサルタント 関西営業所 所長 黒沢　　透 542-0062 大阪府大阪市中央区上本町西2-1-1-601 06-6766-6801

㈱日産技術コンサルタント 京都北事務所 所長 井上　恭自 620-0062 京都府福知山市和久市町340番地 0773-25-5025

㈱日新技術コンサルタント 大阪事務所 所長 有馬　克浩 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目14番10号 06-6392-5040

㈱日水コン 京都事務所 事務所長 岩田　昭彦 615-0081 京都府京都市右京区山ノ内養老町19番地6 075-325-0321

㈱日本環境工学設計事務所 代表取締役 大谷　直樹 101-0051 東京都千代田区神田神保町2-7-3 03-3265-0551

㈱日本構造橋梁研究所 大阪支社　 取締役支社長 前田　晴人 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目4番13号 06-7668-0081

㈱日本設計 関西支社 常務執行役員支社長 永原　　守 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号 06-6201-0321

㈱ニュージェック 京都事務所 所長 齋藤　孝樹 604-0847 京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町513番地 075-251-6821

㈱ノア技術コンサルタント 京都営業所 所長 石橋　俊英 619-0201 京都府木津川市山城町綺田綾杉25番地2 0774-80-0849

㈱ノム建築設計室 代表取締役 堀元　孝司 615-0906 京都府京都市右京区梅津高畝町52-1 075-863-3160

㈱萩原測量設計事務所 代表取締役 萩原　純三 611-0026 京都府宇治市開町47-2 0774-41-7806

㈱萩本建築設計事務所 代表取締役 萩本　　暁 603-8326 京都府京都市北区北野下白梅町80番地 075-461-3301

㈱莫設計同人 代表取締役 松村　正希 604-0814 京都府京都市中京区東洞院通二条上る壺屋町512番地 075-256-1131

㈱パスコ 京都支店 支店長 市川　　弘 604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 075-257-8930

㈱八州 関西支社　京都営業所 所長 畑　　雅之 604-0925 京都府京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町474 075-252-2092

㈱花村コンサルタント 代表取締役 花村　浩司 611-0042 京都府宇治市小倉町南浦9-8 0774-21-5067

㈱播磨設計コンサルタント 福知山営業所 所長 山田　　健 620-0856 京都府福知山市土師宮町1丁目96番地 0773-20-2580

㈱阪神コンサルタンツ 京都営業所 所長 野田　利一 612-0019 京都府京都市伏見区深草平田町7-3 075-646-2733

㈱阪南コーポレーション 執行役員　事業本部長 巻野　富勇 583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目7番23号 072-938-2010

㈱日匠設計 代表取締役 森田　恭介 620-0051 京都府福知山市昭和新町111 0773-22-1381

㈱富士開発コンサルタント 代表取締役 藤井　康之 567-0811 大阪府茨木市上泉町1番20号 072-627-0157

㈱不二設計コンサルタント 京都事務所 所長 石田　光 606-0816 京都府京都市左京区下鴨松ノ木町84-1 075-706-7532

㈱復建エンジニヤリング 支社長 伊藤　　誠 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目20番9号　中島ビル6F 06-6838-3271

㈱武揚堂 大阪支店 支店長 中石　正一 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町1丁目2番13号 06-6941-4911

㈱文化財サービス 代表取締役 植村　冬樹 536-0006 大阪府大阪市城東区野江1丁目12番19号 06-6180-0600

㈱平成技研 代表取締役 坂本　　一 520-0045 滋賀県大津市札の辻4番16号　日赤前シブヤビル2階 077-521-6044

㈱ヘッズ 代表取締役 中西　広樹 530-0022 大阪府大阪市北区浪花町12番24号 06-6373-9369

㈱北斗エンジニアリング 丹後支店 支店長 廣居　正樹 627-0004 京都府京丹後市峰山町荒山402 0772-62-5731



役職名 代表者氏名 郵便番号 所在地 ＴＥＬ商　号　又は　名　称

㈱前田都市設計 京都事務所 所長 西方　健一 600-8310 京都府京都市下京区七条通新町西入夷之町716 075-351-1607

㈱桝谷設計 京都事務所 取締役京都事務所長 笹尾　政徳 619-0221 京都府木津川市吐師久保16 0774-72-6863

㈱間瀬コンサルタント 京都営業所 所長 西島　文朗 603-8133 京都市北区出雲路松ノ下町10-21 075-417-0160

㈱マチイコンサルタント 代表取締役 町井　裕昌 623-0035 京都府綾部市上野町上野100番地 0773-43-1352

㈱松田平田設計 大阪事務所 常務執行役員所長 上村　　晋 550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目4番1号　オリックス本町ビル10F 06-6536-3701

㈱馬庭建築設計事務所 代表取締役 馬庭　　稔 605-0846 京都府京都市東山区五条橋東6丁目506番地 075-531-2349

㈱丸川建築設計事務所 大阪事務所 大阪事務所長 本家　豊彦 530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-9 新日本曽根崎ビル2階 06-6315-6132

㈱三宅建築事務所 代表取締役 三宅　晃郎 606-8386 京都府京都市左京区仁王門通川端東入新丸太町37番地の6 075-761-6025

㈱メイケン 京都事務所 所長 平島　耕三 606-8446 京都府京都市左京区南禅寺北ノ坊町14-5 075-762-1466

㈱森エンジニアリング 京都支店 支店長 藤田　　孝 625-0052 京都府舞鶴市字行永585番地　ソーシングビル2F 0773-64-3222

㈱安井建築設計事務所 代表取締役社長 佐野　吉彦 540-0034 大阪府大阪市中央区島町二丁目4-7 06-6943-1371

㈱山崎設計 代表取締役 山崎　友也 604-8225 京都府京都市中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町466　ファヴィエ四条西洞院310号 075-257-3885

㈱山下設計 関西支社 専務執行役員支社長 望月　淳一 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目3番2号 南船場ハートビル 06-6260-0581

㈱ゆう建築設計事務所 代表取締役 砂山　憲一 604-8254 京都府京都市中京区堀川通錦小路上ル四坊掘川町617 075-801-0022

㈱ユーズ 代表取締役 松本　博行 600-8806 京都府京都市下京区中堂寺壬生川町8-6 075-371-6467

㈱ユニオンリサーチ 代表取締役 小笠　博幸 530-0005 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号 06-6208-3510

㈱横河建築設計事務所 大阪事務所 所長 榎本　　哲 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町4丁目7番5号　本町ハイエストビル 06-6202-4509

㈱ヨコタテック 代表取締役 小路　博之 565-0822 大阪府吹田市山田市場5番2号 06-6877-2666

㈱淀川アクテス 京都支店 支店長 須川　正広 612-8065 京都府京都市伏見区御駕籠町150番地5 075-604-4886

㈱リークス開発 代表取締役 森下　賢二 599-8244 大阪府堺市中区上之855番地3 072-235-8988

㈱利協 代表取締役 松川　都弓 612-0809 京都府京都市伏見区深草願成町38番地の6 075-351-3663

㈱緑景 代表取締役 瀬川　勝之 542-0064 大阪府大阪市中央区上汐一丁目4番6号 06-6763-7167

㈱類設計室 代表取締役 岡田　淳三郎 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目2番26号 06-6305-6666

㈱レック 京都営業所 営業所長 大杉　幸司 600-8025 京都府京都市下京区河原町通松原上る清水町295番地 075-354-8655

㈱和田測量設計事務所 代表取締役 井上　善嗣 615-0862 京都府京都市右京区西京極西大丸町64 075-312-2101

㈲一級建築士事務所コア建築事務所 代表取締役 羽生田　英雄 610-1143 京都府京都市西京区大原野東境谷町一丁目3番地 075-333-3337

㈲信幸開発コンサルタント 代表取締役 大町　慎一 612-8484 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町332番地7 075-932-3794

㈲藤原篤建築・都市設計研究所 取締役 藤原　　篤 610-1106 京都府京都市西京区大枝沓掛町13番地65 075-332-3070

㈲北洋測量事務所 取締役 奥野　　真 616-8154 京都府京都市右京区太秦皆正寺町13-16 075-861-9693


