
指名競争入札参加者名簿

FAX

0545-63-4592 0545-63-7914

0545-71-3539 0545-71-7893

0545-33-4115 0545-33-4116

0545-52-1528 0545-52-3121

0545-73-1111 0545-73-1112

0545-61-7806 0545-64-8406

0545-57-4013 0545-51-1912

0545-51-2470 0545-53-6319

0545-30-6466 0545-72-2888

0545-51-0867 0545-51-2284

0545-32-0730 0545-32-0733

0545-61-8402 0545-63-9654

測量　土木コンサル　補償コンサル
その他56

東海技術開発㈱富士支店
支店長　平野　行雄

〒417－0061　　富士市伝法2849－16

備　　　　　考

平成　３ ０　・　３ １　年度 委　託

　【市内】
委　託　　・　市　内（富士市及び富士宮市）

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所

測量　土木コンサル　地質調査
補償コンサル　その他

248
㈱エイコウサービス

代表取締役　北條　靖
その他

79
㈲青木測量設計事務所

代表取締役　髙栁　壽一
〒416－0945　　富士市宮島28－43

〒419－0201　　富士市厚原2022番地の1

土木コンサル　地質調査

198
㈱協和工務店

代表取締役　鈴木　淳
測量　土木コンサル　地質調査
補償コンサル

71
㈱エコアップ

代表取締役　白谷　良輔
〒417－0011　　富士市鈴川本町11－28

〒417－0052　　富士市中央町1－8－19

その他

1
㈱土屋測量設計

代表取締役　土屋　誠一
測量　土木コンサル　地質調査
補償コンサル　その他

229
㈱須走総合企画

代表取締役　鈴木　和子
〒419－0201　　富士市厚原字八反田202番地の2

〒416－0909　　富士市松岡459－1

建築コンサル

32
富士設計㈱富士支店

支店長　矢﨑　文浩
測量　建築コンサル　土木コンサル
地質調査　補償コンサル　その他

39
㈱平柳建築設計事務所

代表取締役　平柳　雅人
〒417－0052　　富士市中央町3－2－22

〒419－0201　　富士市厚原1250－2　オカ商事ビル2階2号室

測量　土木コンサル　地質調査
補償コンサル　その他

121
富士ロードサービス㈱

代表取締役　鈴木　誠治
その他

59
㈱富士測量事務所

代表取締役　杉山　博
〒417－0055　　富士市永田町1－122

〒417－0002　　富士市依田橋388番地の1

土木コンサル
111

立華㈱
代表取締役　池田　勝弘

〒416－0906　　富士市本市場422－1



指名競争入札参加者名簿

FAX

0545-62-6500 0545-61-8386

0545-64-6665 0545-64-3690

0545-66-3511 0545-66-3512

0545-51-1275 0545-51-7636

0545-54-1968 0545-54-1969

0545-61-2100 0545-61-2101

0545-52-5959 0545-52-5961

0545-32-9720 0545-32-9753

0545-63-7600 0545-66-0506
67

㈱フジヤマ　富士営業所
所長　小杉　泰裕

〒416－0917　　富士市元町7－3 測量　土木コンサル　地質調査
補償コンサル　その他

測量　土木コンサル　地質調査
補償コンサル　その他

40
服部エンジニア㈱富士事務所

所長　乙黒　幹彦
〒417－0055　　富士市永田町2－7 測量　土木コンサル　地質調査

補償コンサル　その他

172
不二総合コンサルタント㈱富士支店

支店長　西角　秀親
〒416－0913　　富士市平垣本町7番20号

所長　細川　将人
〒417－0862　　富士市石坂85番地27

測量　土木コンサル　地質調査
補償コンサル

180
㈱東海建設コンサルタント　富士支店

支店長　齋　強志
〒417－0058　　富士市永田北町11－17 測量　土木コンサル　地質調査

補償コンサル　その他

5
㈱東日　富士営業所

所長　大竹　雄一郎
〒416－0901　　富士市岩本99－1

測量　土木コンサル　地質調査
補償コンサル　その他

測量　土木コンサル　地質調査
補償コンサル　その他

90
㈱建設コンサルタントセンター　富士営業所

所長　平澤　辰也
〒416－0952　　富士市青葉町438 測量　土木コンサル　地質調査

補償コンサル　その他

129
静岡コンサルタント㈱富士営業所

所長　土屋　良康
〒416－0923　　富士市横割本町2番17号　駅南栄ビル302号室

154
昭和設計㈱東部事務所

建築コンサル　土木コンサル

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所 備　　　　　考

242
王子不動産㈱富士営業所

所長　加藤　守正
〒416－0916　　富士市平垣300

委　託　　・　準市内（富士市及び富士宮市）

平成　３ ０　・　３ １　年度 委　託

　【準市内】



指名競争入札参加者名簿

FAX

054-251-3130 054-251-4021

053-466-2100 053-466-2101

055-963-0538 055-951-0812

055-946-0077 055-946-0078

0557-85-3258 0557-85-3259

055-951-1700 055-951-1074

054-202-7051 054-202-7052

054-251-7977 054-251-7980

055-933-9523 055-933-9524

0557-48-9330 0557-48-8890

054-286-7499 054-286-7499

054-250-2540 054-250-8850

055-931-1528 055-931-1872

平成　３ ０　・　３ １　年度 委　託

　【県内】
委　託　　・　県内

64
㈱ＮＪＳ　静岡事務所

所長　平賀　健
〒420－0032　　静岡市葵区両替町2－4－15 土木コンサル　地質調査

補償コンサル　その他

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所 備　　　　　考

107
オリエント工業㈲

代表取締役　久保田　亮輔
〒410－0871　　沼津市西間門172番地の1 その他

163
㈱大場上下水道設計

代表取締役　大野　英也
〒435－0054　　浜松市中区早出町1134 測量　建築コンサル　土木コンサル

地質調査　補償コンサル　その他

216
管清工業㈱静岡営業所

所長　姫田　重幸
〒413－0021　　熱海市清水町6－27 土木コンサル　その他

10
オリジナル設計㈱静岡東部営業所

所長　海野　倫裕
〒410－2211　　伊豆の国市長岡124－7 土木コンサル　地質調査

48
㈱コーセツコンサルタント　静岡営業所

所長　岡本　健一
〒421－0112　　静岡市駿河区東新田四丁目17番27－7号 測量　土木コンサル　地質調査

37
クリーンサービス㈱

代表取締役　久保田　真矢
〒410－0871　　沼津市西間門字神明169－1 その他

75
㈱小林保全

代表取締役　小林　信彦
〒410－0841　　沼津市本字下河原町100番地 その他

189
国際航業㈱静岡支店

支店長　小林　誠
〒420－0859　　静岡市葵区栄町4－10（朝日生命静岡栄町ビル） 測量　土木コンサル　地質調査

補償コンサル

42
㈱三水コンサルタント静岡事務所

所長　高本　英光
〒422－8076　　静岡市駿河区八幡3－5－17 土木コンサル　地質調査

145
㈱斉藤組

代表取締役社長　齋藤　稔
〒414－0001　　伊東市宇佐美1842番地 その他

133
東海下水道整備㈱沼津営業所 取締役兼沼津営業所長

松本　正一

〒410－0822　　沼津市下香貫浜田2996番地 その他

66
中央コンサルタンツ㈱静岡事務所

所長　湯浅　剛
〒420－0853　　静岡市葵区追手町1-6 測量　土木コンサル　地質調査

補償コンサル



指名競争入札参加者名簿

FAX

平成　３ ０　・　３ １　年度 委　託

　【県内】
委　託　　・　県内

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所 備　　　　　考

054-200-6745 054-200-6746

054-264-0730 054-263-0256

054-655-7620 054-655-7621

054-287-6331 054-287-6301

054-203-2666 054-203-2667

054-289-5580 054-289-5585

053-416-4000 053-416-4001

054-202-8900 054-202-8899

196
日総興業㈱

代表取締役　脇田　秋夫
〒422－8001　　静岡市駿河区中吉田10－41 その他

8
㈱日水コン　静岡事務所

所長　進藤　桂吾
〒420－0839　　静岡市葵区鷹匠3－7－25（百小屋ビル） 土木コンサル　地質調査　その他

25
㈱日本テクノ

代表取締役　鈴木　将斗
〒422－8044　　静岡市駿河区西脇611－1 土木コンサル

85
日本シビックコンサルタント㈱静岡営業所

所長　平本　壮一
〒420－0817　　静岡市葵区東静岡1－1－39 土木コンサル　地質調査

45
㈱パスコ　静岡支店

支店長　樋口　智彦
〒422－8067　　静岡市駿河区南町11－1 測量　土木コンサル　地質調査

補償コンサル　その他

2
㈱ニュージェック　静岡事務所

所長　森村　龍二
〒422－8075　　静岡市駿河区大坪町3－30 土木コンサル　地質調査　その他

3
フジ地中情報㈱静岡営業所

所長　佐々木　尉浩
〒422－8043　　静岡市駿河区中田本町56－32 測量　土木コンサル　地質調査

その他

130
㈱浜名湖国際頭脳センター

代表取締役　森永　春二
〒432－8003　　浜松市中区和地山三丁目1番7号 土木コンサル



指名競争入札参加者名簿

FAX

052-571-8977 052-565-0746

委　託　　・　県外

平成　３ ０　・　３ １　年度 委　託

　【県外】

土木コンサル　その他

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所 備　　　　　考

212
㈱山越

代表取締役　相澤　宏暢
〒451－0051　　愛知県名古屋市西区則武新町1－3－5


