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㈲アーキシップアソシエイツ 取締役　久保田　知明 札幌市東区北8条東3丁目1番1号

アースサイエンス㈱ 代表取締役　加藤　孝幸 札幌市北区北39条西3丁目2番1号

AURA　ARCHITECTS㈱ 代表取締役　山本　謙一 札幌市厚別区厚別中央2条2丁目3番6号

㈱アクアジオテクノ 代表取締役　石塚　学 札幌市白石区本郷通9丁目北4番5号

㈱アクアソーケン 代表取締役　浜田　和男
札幌市中央区北11条西20丁目1番8号　うめ
だビル

浅川通信㈱ 代表取締役　矢部　孝治 札幌市東区苗穂町13丁目1番23号

㈱アサノ大成基礎エンジニアリン
グ　北海道支社

支社長　石森　裕康 札幌市東区北18条東17丁目1番6号

アジア航測㈱　札幌営業所 所長　舘野　英浩
札幌市中央区宮の森2条1丁目7番2号　KL
ビル

㈱梓設計　北海道事務所 所長　小田　和仁
札幌市中央区北4条西3丁目1番地札幌駅
前合同ビル8F

㈱アトリエアク 代表取締役　鈴木　敏司 札幌市中央区北2条西26丁目2番12号

㈱アトリエブンク 代表取締役　菅沼　秀樹 札幌市中央区北2条東4丁目1番地2

㈱有我工業所 代表取締役　有我　充人 上富良野町中町3丁目2番1号

㈱有賀さく泉工業　札幌支店 札幌支店長　内藤　健治
札幌市中央区南9条西4丁目1番7号　韓国
文化会館3階

㈱アリヤス設計コンサルタント 代表取締役　河村　有泰 札幌市中央区南2条西24丁目2番10号

アルスマエヤ㈱ 代表取締役　前谷　俊幸 札幌市厚別区厚別中央4条3丁目7番17号

アルファ計画㈱ 代表取締役　菊池　宏治 苫小牧市のぞみ町1丁目3番14号

アルファコート㈱ 代表取締役　川村　裕二
札幌市中央区南1条西7丁目1番地3　アル
ファ南1条ビル5階

㈱アルファ水工コンサルタンツ　
北海道本社

代表取締役　山上　佳範 札幌市西区発寒9条14丁目516番336

㈱イーエス総合研究所 代表取締役　伊藤　幸一 札幌市東区中沼西5条1丁目8番1号

㈱石本建築事務所　札幌オフィス オフィス代表　河野　竜夫
札幌市中央区南1条西2丁目5番地南一条K
ビル

㈱イビソク　札幌営業所 所長　加藤　尚史 札幌市中央区南4条西13丁目1番35号　3階

㈱胆振 代表取締役　畑瀬　敏秀 苫小牧市緑町1丁目27番4号

㈱岩見田・設計 代表取締役社長　山崎　信男 札幌市中央区北5条西10丁目5番1号

上山試錐工業㈱ 代表取締役社長　上山　弘 札幌市中央区北2条東13丁目1番地の7

エイコー技研㈱ 代表取締役　藤本　賀津緒 札幌市中央区南3条西9丁目998番地17

ＨＲＳ㈱ 代表取締役社長　鈴木　貴文 小樽市勝納町8番39号

㈱ＨＲＣ研究所 代表取締役社長　渡邊　忠朋 札幌市豊平区月寒中央通6丁目1番15号
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㈱ＨＢＡ 代表取締役執行役員社長　伊藤　尚樹 札幌市中央区北4条西7丁目1番地8

㈱エイト設計 代表取締役　髙橋　忠明 札幌市中央区大通西1丁目14番地2

㈱エイト日本技術開発　札幌支
店

支店長　今井　祐之 札幌市北区北7条西7丁目1番地30号

㈱エーティック 代表取締役社長　舟田　幸太郎 札幌市西区二十四軒1条5丁目6番1号

㈱エコニクス 代表取締役社長　三上　卓也
札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目2番
14号

越前屋試錐工業㈱ 代表取締役　牧野　良基 札幌市白石区栄通8丁目1番15号

(株)NHKテクノロジーズ　札幌総
支社ファシリティ技術事業部

部長　五十嵐　丈久 札幌市白石区東札幌6条4丁目1番11号

エヌエス環境㈱　札幌支店 支店長　倉井　規広 札幌市中央区北1条西16丁目1番地12

㈱ＮＪＳ　札幌事務所 所長　遠藤　博光 札幌市中央区北3条西3丁目1番地

㈱ＮＴＴファシリティーズ北海道 代表取締役社長　河野　智 札幌市中央区北1条西10丁目1番地21

㈱ＮＴＴファシリティーズ　北海道
支店

支店長　河野　智 札幌市中央区北1条西10丁目1番地21

㈱エル技術コンサルタント 代表取締役　深見　実男 札幌市中央区北5条西12丁目2番地

応用地質㈱　北海道事務所 事務所長　山田　隆之 札幌市白石区南郷通1丁目北9番20号

㈱大久保測量 代表取締役　大久保　昇志 苫小牧市永福町1丁目4番16号

㈱岡田設計 代表取締役社長　岡田　幸生 札幌市中央区南11条西15丁目2番1号

㈱オリエンタルコンサルタンツ　
北海支社

支社長　松金　伸 札幌市北区北19条西3丁目2番16号

㈱開発工営社 代表取締役社長　植田　健二
札幌市中央区北4条西5丁目1番地　アス
ティ45ビル

㈱開発調査研究所 代表取締役社長　名畑　成徳 札幌市豊平区月寒東4条10丁目7番1号

川崎地質㈱　北海道支店 支店長　吉田　透 札幌市中央区北1条東2丁目5番2号

㈱環境科学研究所 代表取締役　藤島　浩 函館市西桔梗町28番地の1

環境クリエイト㈱ 代表取締役　細川　裕俊 札幌市東区北20条東2丁目2番32号

環境コンサルタント㈱ 代表取締役　濱口　憲太 釧路市錦町5丁目3番地

㈱環境設備計画 代表取締役　長澤　邦泰 札幌市北区北7条西2丁目6番地

㈱環境テクニカルサービス 代表取締役　越浦　和夫 札幌市西区発寒9条9丁目1番38号

㈱環境リサーチ 代表取締役　森本　英嗣 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号

㈱環境緑地研究所 代表取締役　村上　恒久
札幌市中央区北4条西6丁目1番地1　毎日
札幌会館

㈱管研 代表取締役　赤石　多久見 札幌市手稲区新発寒7条1丁目1番26号
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基礎地盤コンサルタンツ㈱　北海
道支社

支社長　知本　康男 札幌市白石区菊水7条2丁目7番1号

㈱北企画エンジニアリング 代表取締役　松本　義彦
札幌市中央区南4条西6丁目11番地2　全日
ビル6階

㈱北日本技術コンサル 代表取締役　宮田　泰輔 札幌市豊平区中の島2条3丁目1番3号

北日本港湾コンサルタント㈱ 代表取締役　上原　泰正
札幌市中央区南2条東2丁目8番地1　大都
ビル2階

㈱ＫＩＴＡＢＡ 代表取締役　神長　敬 札幌市中央区大通東3丁目1番地

㈱共伸設備設計事務所 代表取締役　山田　修 札幌市中央区北1条西9丁目3番10号

㈱共立測量設計 代表取締役　富木　彰一 札幌市豊平区平岸8条13丁目2番27号

㈱久米設計　札幌支社 支社長　内山　晴夫
札幌市中央区北3条西4丁目1番地1　日本
生命札幌ビル

㈱クリーンアップ 代表取締役　山谷　義治 札幌市中央区南3条西13丁目320番地

グローバル設計㈱ 代表取締役　古高　雄二
札幌市中央区南2条西10丁目1番4　第2サ
ントービル

㈱ケイ立身設計 代表取締役　立身　賢司
札幌市北区北6条西6丁目2番地11　第3山
崎ビル2階

㈱建設技術研究所　北海道支社 支社長　相澤　利忠
札幌市中央区北3条西3丁目1-6　札幌小暮
ビル

㈱建設コンサルタント 代表取締役　笠原　成悟 札幌市北区北13条西4丁目1番6号

㈱建築工房 代表取締役　北川　隆雄 札幌市中央区大通西15丁目2番地8

㈲幸起測量設計 代表取締役　栗原　敏幸 苫小牧市花園町3丁目13番5号

㈱構研エンジニアリング 代表取締役社長　竹田　俊明 札幌市東区北18条東17丁目1番1号

(株)公清企業 代表取締役　原田　利明 札幌市中央区北1条東15丁目140番地

国際航業㈱　北海道支店 支店長　梅原　亮介 札幌市北区北7条西7丁目1番地

国土防災技術北海道㈱ 代表取締役　小野　由紀光 札幌市中央区北3条東3丁目1番地30

㈱越山建築設計事務所 代表取締役　越山　仁志 札幌市北区新琴似1条10丁目8番22号

㈱コムズワーク 代表取締役　竹ノ内　久
札幌市西区西町北12丁目7番10号　北友ビ
ル2階

㈱コンステック　札幌支店 支店長　蝦名　学 札幌市中央区南3条西10丁目1001-5

㈱サーベイリサーチセンター 北
海道事務所　

所長　人見　俊介 札幌市中央区北1条東2丁目5番3号

㈱佐川測量社 代表取締役　佐川　弘昭 札幌市豊平区豊平6条10丁目5番43号

(公社)札幌公共嘱託登記土地家
屋調査士協会

代表理事　阿部　和義
札幌市中央区南4条西6丁目8番地　晴れば
れビル

札幌施設管理㈱ 代表取締役　田中　芳章 札幌市白石区南郷通14丁目北3番37号

㈱札幌日総建 代表取締役　渡辺　順治 札幌市中央区南1条西8丁目1番地
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サンコーコンサルタント㈱　札幌
支店

支店長　室田　昭光 札幌市中央区大通西12丁目4番地69

㈱サン設計事務所 代表取締役　吉岡　潤三 札幌市東区北33条東6丁目2番28号

三和航測㈱　北海道支社 支社長　大西　錦城 札幌市白石区本通12丁目南5-18-301

㈱シー・アイ・エス計画研究所 代表取締役社長　服部　倫史
札幌市北区北10条西3丁目13番地　ＮＫエ
ルムビル3階

㈱ＧＩＳ北海道 代表取締役　白川　彰
札幌市中央区南7条西1丁目73番地　第3弘
安ビル内

㈱シーウェイエンジニアリング 代表取締役　佐野　彰 札幌市白石区東札幌2条5丁目1番25号

ジェイアール北海道エンジニアリ
ング㈱

代表取締役　大石　正人 札幌市中央区北10条西15丁目1番2号

ジェイアクア㈱ 代表取締役　山田　雄司 札幌市南区澄川5条4丁目2番18号

㈱ジオテック 代表取締役　山崎　淳 札幌市厚別区厚別東5条1丁目4番6号

㈱ジオリサーチ 代表取締役社長　大内　一 札幌市西区西野5条3丁目8番26号

シバタ技術コンサルタンツ㈱ 代表取締役　柴田　英樹 苫小牧市日吉町2丁目4番18号

㈱シバンス 代表取締役　船場　保 石狩市花川南1条4丁目102番地

㈱シビテック 代表取締役社長　渡辺　亮 札幌市白石区東札幌2条5丁目8番1号

写測エンジニアリング㈱　札幌支
店

支店長　永露　潔
札幌市北区北7条西6丁目1番4号　北苑ビ
ル1階

㈱シン技術コンサル 代表取締役　重清　祐之 札幌市白石区栄通2丁目8番30号

㈱菅設計企画 代表取締役　菅　俊治 伊達市梅本町30番地29

㈱ズコーシャ　札幌支社 執行役員札幌支社長　明石　憲宗
札幌市白石区南郷通2丁目南11番9号　後
藤ビル

㈱澄建築設計事務所 代表取締役　原田　雅文 函館市豊川町21番7号

㈱綜企画設計　札幌支店 支店長　大石　武志 札幌市白石区平和通3丁目北3番3号

㈱創建社 代表取締役社長　森下　京佐
札幌市中央区南1条西10丁目3番地(南一条
道銀ビル)

㈱ソフトスケープ 代表取締役　高森　篤志 札幌市中央区南6条東3丁目1番地2-302号

㈱大建設計　札幌事務所 所長　江頭　恵一
札幌市北区北7条西7丁目1番地30号　
RICH7・7BLDG　6階

ダイシン設計㈱ 代表取締役　村口　明 札幌市中央区北5条西6丁目1番地23

大地コンサルタント㈱ 代表取締役社長　千葉　新次 旭川市4条西2丁目1番12号

㈱ダイヤコンサルタント　北海道
支社

支社長　中平　啓二 札幌市北区北10条西2丁目13番地2

大和リース㈱　札幌支店 支店長　前田　博之 札幌市東区北42条東17丁目6番12号

㈱高岡建築設計事務所 代表取締役　瀬尾　寛美
札幌市中央区北4条西6丁目1番地の3　北4
条ビル7Ｆ
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㈱高崎 代表取締役　菊地　満 札幌市北区新川2条2丁目12番27号

㈱拓殖設計 代表取締役　佐藤　義昭 札幌市中央区南5条西23丁目2番7号

㈱タケカワ総合コンサルタント 代表取締役　渡辺　早久惠 札幌市白石区本通6丁目北1番23号

㈱タナカコンサルタント 代表取締役　田中　雄太 苫小牧市新開町2丁目1番3号

㈱田辺構造設計 代表取締役　田辺　勝昭 札幌市東区北19条東8丁目5番11号

中央開発㈱　札幌支店 支店長　阿部　哲男 札幌市白石区東札幌2条5丁目76-3

中央建鉄㈱　札幌支店 支店長　田中　智秀
札幌市北区北23条西5丁目2番33号　フラワ
－ビル4Ｆ

中央コンサルタンツ㈱　札幌支店 取締役支店長　藤本　隆史 札幌市中央区北4条東1丁目2番地3

㈱長大　札幌支社 支社長　井上　雅弘 札幌市中央区北1条東2丁目5番3

㈱通電技術 代表取締役　三野　仁 札幌市白石区平和通2丁目北11番20号

㈱帝国設計事務所 代表取締役　磯部　勝彦 札幌市東区北25条東12丁目1番12号

㈱データベース 代表取締役　大森　康弘 札幌市北区北7条西5丁目8番5号

㈱鉄川建築設計事務所 代表取締役　鉄川　大 札幌市中央区北3条西2丁目1番地

電気興業㈱　北海道支店 支店長　石川　純二 札幌市北区北6条西6丁目2番地

㈱東京設計事務所　札幌事務所 所長　田村　一郎 札幌市北区北7条西2丁目6番地

㈱東京ソイルリサーチ　札幌支店 支店長　小松　覚 札幌市白石区南郷通８丁目南1番15号

道建コンサルタント㈱ 代表取締役　菊谷　義統 伊達市舟岡町182番地

道興建設㈱ 代表取締役　佐藤　寿一 札幌市南区川沿17条2丁目2番8号

㈱道測テクニス 代表取締役　北原　政美 札幌市東区北35条東5丁目1番12号

㈱東洋コンサルタント　北海道支
社

支社長　宮本　仁一 札幌市中央区宮の森2条1丁目1番18号

東洋ロードメンテナンス㈱ 代表取締役　渡辺　新治 札幌市中央区北6条西22丁目2番7号

東和コンサルタント㈱ 代表取締役　若本　直実 札幌市豊平区月寒東3条16丁目6番1号

㈱ドーコン 代表取締役社長　佐藤　謙二 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目4番1号

㈱トータル測量設計 代表取締役　保川　進一 苫小牧市有明町2丁目7番37号

㈱ドート 代表取締役　藤原　直徳 札幌市東区北13条東7丁目5番1号

トキワ地研㈱ 代表取締役　小林　直幹 札幌市東区北28条東2丁目779番地

㈱都市整備コンサルタント 代表取締役　大沼　俊道 札幌市中央区北1条西19丁目1番地4



道内【設計等】

商号又は名称 代表者 住所

令和２年度登録業者一覧

㈱都市設計研究所 代表取締役　松田　眞人
札幌市中央区南1条東3丁目10番地1　北海
道日伊文化会館新館4階

戸田建設㈱　札幌支店 支店長　菅原　千秋 札幌市中央区北3条東2丁目2番地

苫小牧広域森林組合 代表理事組合長　小坂　利政 勇払郡むかわ町穂別433番地

㈱苫小牧清掃社 代表取締役　山本　浩喬 苫小牧市字糸井402番地14

㈲苫小牧測量社 代表取締役　藤永　宜千 苫小牧市新開町1丁目8番1号

㈱トラスト技研 代表取締役　島田　範義 札幌市豊平区平岸1条13丁目4-1

内外エンジニアリング北海道㈱ 代表取締役社長　越野　寿一
札幌市中央区南1条東1丁目3番地　パーク
イースト札幌

中日本建設コンサルタント㈱札幌
事務所

所長　長崎　茂樹 札幌市中央区大通西25丁目4-18

㈱中原建築設計事務所 代表取締役社長　中澤　光夫 旭川市本町1丁目840番地7

㈱ナス総合設備事務所 代表取締役　宇野　清一 札幌市東区北丘珠5条3丁目14番16号

㈱西塚構造事務所 代表取締役　西塚　壯市
札幌市中央区北1条西9丁目3番地27　第三
古久根ビル

㈱西村建築設計事務所 代表取締役　西村　元 札幌市中央区南2条西13丁目318番地

ニチレキ㈱　恵庭営業所 営業所長　市川　浩 恵庭市北柏木町3丁目34番

㈱日建社 代表取締役　田村　邦夫 札幌市中央区南1条西8丁目4番地1

㈱日水コン　北海道支所 支所長　小棚木　修
札幌市中央区北3条西1丁目1番地　サンメ
モリア

日本ケーブル㈱　札幌支店 執行役員札幌支店長　渡辺　忍 札幌市中央区宮の森4条1丁目3番35号

日本交通技術㈱　札幌支店 札幌支店長　道佛　尚己
札幌市中央区北11条西15丁目　サンエーア
インビル

㈱日本インシーク　札幌支店 支店長　古澤　清治 札幌市北区北10条西4丁目1番地19

㈱日本技建 代表取締役　佐藤　文彦
札幌市中央区南1条西16丁目1番地285　
ノートルＫＹビル

（一財）日本気象協会　北海道支
社

支社長　佐藤　隆光 札幌市中央区北4条西23丁目1番18号

日本基礎技術㈱　札幌支店 支店長　鍵原　和幸 札幌市中央区北3条東8丁目8番地4

日本工営㈱　札幌支店 支店長　橋場　克泰
札幌市中央区北5条西6丁目2番地　札幌セ
ンタービル

㈱日本工房 代表取締役　澤田　貞和 札幌市中央区北1条西7丁目3番地

日本水工設計㈱　札幌事務所 所長　益山　利幸 札幌市北区北7条西1丁目1番地2

日本データーサービス㈱ 代表取締役　石原　知樹 札幌市東区北16条東19丁目1番14号

日本都市設計㈱ 代表取締役　武部　幸紀
札幌市中央区南9条西6丁目1番37号　第三
豊水ビル

㈱二本柳慶一建築研究所 代表取締役　二本柳　慶一 函館市杉並町4番23号
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㈱ニューアクシス 代表取締役　山下　晴久 旭川市東鷹栖東3条3丁目1927番地

沼田測量設計㈱ 代表取締役　沼田　洋 苫小牧市日吉町1丁目2番12号

㈱ノース技研 代表取締役　布村　重樹 函館市昭和3丁目23番1号

バイオマスリサーチ㈱ 代表取締役　菊池　貞雄 帯広市東2条南4丁目10番地

㈱ハウ計画設計 代表取締役　山崎　正朝 札幌市中央区北4条西13丁目1番地2

㈱パスコ　札幌支店 支店長　畠山　尚史
札幌市中央区南7条西1丁目13番地73　第3
弘安ビル内

㈱八州　北海道支社 支社長　太田　敦
札幌市中央区南1条西7丁目12番地　都市
ビル4Ｆ

パブリックコンサルタント㈱ 代表取締役社長　長　榮作 札幌市中央区北5条西6丁目1番地23

㈱ピーエス三菱　札幌営業所 所長　高木　隆一 札幌市北区北10条西2丁目13番地2

東日本設計㈱ 代表取締役　石川　孝二 札幌市中央区大通西25丁目4番18号

㈱引谷設計事務所 代表取締役　山本　学 札幌市東区北43条東8丁目2番6号

㈱日立建設設計　北海道営業所 所長　矢澤　亮一 札幌市中央区北2条西4丁目1番地

藤井測量設計㈱ 代表取締役　阿部　孝 旭川市神居1条9丁目4番15号

藤田測量㈱ 代表取締役　櫻井　香三 苫小牧市新富町2丁目12番21号

フジ地中情報㈱　北海道支店 支店長　藤田　智 札幌市白石区菊水元町2条3丁目4番18号

㈱二葉設計事務所 代表取締役　小倉　治郎 札幌市中央区南2条西19丁目291番地64

冨洋設計㈱　北海道支社 支社長　津田　貴之 札幌市中央区北1条西10丁目1番地17

㈱古田設計事務所 代表取締役　遠藤　重紀
札幌市西区発寒5条3丁目1番18号　ピュア
ヌーヴ102

㈱ベータプラン 代表取締役　佐藤　祐司 河東郡音更町南鈴蘭南2丁目6番地18

防災地質工業㈱ 代表取締役　雨宮　和夫 札幌市北区新琴似7条15丁目6番22号

㈱豊水設計 代表取締役　南部　泰蔵 札幌市東区北33条東16丁目2番2号

北栄測量設計㈱ 代表取締役　杉村　久哉 函館市深堀町11番21号

北王コンサルタント㈱ 代表取締役　熊頭　勇造 帯広市西7条北1丁目11番地

㈱ホクスイ設計コンサル 代表取締役　大窪　政信 札幌市北区北6条西9丁目2番地

北電総合設計㈱ 代表取締役社長　古谷　惠一
札幌市中央区北1条東3丁目1番地1　北電
興業ビル

北武コンサルタント㈱ 代表取締役社長　橋本　達則 札幌市豊平区月寒中央通7丁目4番7号

㈱ホクミコンサル 代表取締役　佐藤　直俊 札幌市豊平区平岸1条13丁目4番1号
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㈱北洋設備設計事務所 代表取締役　武井　正 札幌市中央区大通西18丁目1番地の9

㈱補償セミナリー 代表取締役社長　中野　芳 札幌市南区川沿5条2丁目1番32号

北開工営㈱ 代表取締役　坂井　勲 札幌市白石区本郷通13丁目南4番1号

㈱北海工営社 代表取締役　本多　俊司 札幌市中央区南9条西16丁目1番27-201

北海航測㈱ 代表取締役社長　矢橋　潤一郎 札幌市中央区北3条西17丁目2番地36

㈱北開測地 代表取締役　畑瀬　保秀 深川市文光町15番6号

㈱北海道朝日航洋 代表取締役社長　大宮　達也 札幌市西区発寒8条11丁目3番50号

北海道エア・ウォーター㈱ 代表取締役　村上　幸夫 札幌市中央区北3条西1丁目2番地

(一社)北海道開発技術センター 理事長　山口　登美男
札幌市北区北11条西2丁目2番17号　セント
ラル札幌北ビル

北海道キング設計㈱ 代表取締役　木島　昇悦 札幌市南区澄川2条1丁目4番11号

㈱北海道近代設計　 代表取締役　市川　竜也
札幌市中央区南1条西10丁目3番地　南1条
道銀ビル

㈱北海道グリーンメンテナンス 代表取締役　大野　宇樹 札幌市東区北丘珠4条3丁目10番20号

(一財)北海道建設技術センター 理事長　岡田　恭一 札幌市東区北33条東1丁目1番1号

北海道建築設計監理㈱ 代表取締役社長　加藤　守
札幌市中央区北2条西1丁目10番地　ピア2・
1　4Ｆ

㈱北海道森林土木コンサルタント 代表取締役　東條　將之 札幌市中央区北4条東2丁目8番地6

㈱北海道ソイルリサーチ 代表取締役　畠澤　顕秀 苫小牧市北栄町1丁目22番66号

北海道造園設計㈱ 代表取締役　佐藤　俊義 札幌市北区北7条西2丁目6番地

㈱北海道綜企画 代表取締役　大石　武志 札幌市白石区平和通3丁目北3番3号

北海道地図㈱　札幌支店 支店長　周藤　利通
札幌市白石区菊水4条2丁目1番6号　政陽
ビル

北海道道路エンジニアリング㈱ 代表取締役社長　倉西　秀夫 札幌市白石区中央3条2丁目1番40号

北海道土質コンサルタント㈱ 代表取締役　中川　岳 札幌市豊平区平岸1条2丁目5番16号

北海道土木設計㈱ 代表取締役　佐々木　朗
札幌市中央区北2条西1丁目1番地　マルイ
ト札幌ビル

㈱北海道日建設計 代表取締役社長　木谷　靖孫 札幌市中央区大通西8丁目2番地

㈱北海道農業建設コンサルタント 代表取締役　長谷部　友二 札幌市中央区北5条西6丁目1番地23

北海道農林土木コンサルタント㈱ 代表取締役　佐藤　浩吉 札幌市東区北24条東3丁目3番10号

㈱北海道ロードサービス 代表取締役　千葉　敬 札幌市清田区清田1条3丁目7番55号

北海道ロードメンテナンス㈱ 代表取締役　高橋　渡 札幌市中央区北1条東12丁目22番地
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前田測量㈱ 代表取締役　水口　孝行 苫小牧市本幸町1丁目3番18号

㈱牧野測量 代表取締役　牧野　義昭 札幌市東区北12条東16丁目2番7号

㈱まちづくり計画設計 代表取締役　佐藤　邦昭 札幌市中央区南1条西5丁目17番地2

㈱未来開発コンサルタント 代表取締役　米通　猛
札幌市中央区南2条西9丁目1番地2　サンケ
ン札幌ビル2階

㈱ミライト　北海道支店 北海道支店長　髙橋　千秋
札幌市白石区菊水7条2丁目7番1号　札幌
流通倉庫東ビル内

㈱無線放送設計事務所　北海道
支店

支店長　太田　雄耕 札幌市中央区南19条西12丁目1-19

明治コンサルタント㈱ 代表取締役社長　林　雅一
札幌市中央区南7条西1丁目21番地1　第3
弘安ビル7Ｆ

野外科学㈱ 代表取締役　高岡　伸一 札幌市東区苗穂町12丁目2番39号

八千代エンジニヤリング㈱　北海
道営業所

所長　石川　義樹 札幌市中央区北3条西1丁目1番地11

㈱山下設計　北海道支社 支社長　秋葉　公太 札幌市中央区大通西4丁目　道銀ビル

山本浄化興業㈱ 代表取締役　山本　紘之 苫小牧市字勇払165番地の4

㈱ユニオン・コンサルタント 代表取締役　関根　幸博 札幌市北区麻生町7丁目3番12号

㈱ユニテック 代表取締役　宮川　誠一
札幌市中央区宮の森2条1丁目7番2号　宮
の森ＫＬビル

㈱横河建築設計事務所　札幌事
務所

所長　坂本　昌司 札幌市中央区大通西5丁目8番地

㈱ライヴ環境計画 代表取締役　有山　忠男 札幌市中央区北2条西13丁目1番地10

㈱リブテック 代表取締役　川村　治 札幌市東区北18条東1丁目3番3号

㈱ルーラルエンジニア 代表取締役　有好　利典 深川市広里町4丁目1番3号

留萌測量設計㈱ 代表取締役　高橋　孝二 留萌市大町3丁目17番地の1

㈱レアックス 代表取締役　成田　昌幸 札幌市東区北24条東17丁目1番12号

和光技研㈱ 代表取締役　細川　康司 札幌市西区琴似3条7丁目5番22号

㈱渡辺建築設計 代表取締役　中原　茂人
札幌市厚別区厚別中央３条１丁目１１番３号　
長谷川第一ビル


