平成 30 年度 入札参加有資格者名簿
（コンサルタント業者）
【平成 30 年 5 月 29 日現在】

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1370

町外
1366
町外
1073

町外
1008
町外
1184
町外

ケンイチ 〒 5998273 大阪府堺市中区深井清水町3761番地

アール・アイ・エー
オクムラ

マサカズ

○土木関係建設コンサルタント業務B

○土木関係建設コンサルタント業務C

○建築関係建設コンサルタント業務A

大阪支社
〒 5300027 大阪府大阪市北区堂山町3番3号

雅一

アイエフケンチクセッケイケンキュウショ 06-6947-5953

株式会社

○＝大業種

株式会社

支社長 奥村

1020

○地質調査業務C

代表取締役 森川 勝仁
06-6943-5381
アーバンプランニングケンキュウショ 06-6943-5391
株式会社 アーバン・プランニング研究所
ホウジョウ ノブエイ 〒 5400025 大阪府大阪市中央区徳井町2-4-14
宇野ビル201号
代表取締役 北條 信英
06-6312-9154
06-6312-9167
アールアイエー
株式会社

町外

072-278-7724

代表取締役 角田 健一
06-6311-6700
06-6311-6710
アーバンパイオニアセッケイ
株式会社 アーバンパイオニア設計
モリカワ カツヒト 〒 5300053 大阪府大阪市北区末広町3-3

町外
1235

業種

住所

072-278-7771
スミダ

町外
1300

郵便番号

アーステクノ
アーステクノ

FAX

06-6947-0943

○建築関係建設コンサルタント業務C

アイ・エフ建築設計研究所
ヨシバ イツロウ 〒 5400036 大阪府大阪市中央区船越町1丁目3-4

代表取締役 吉羽 逸郎
アイズセッケイ
アイズ設計 株式会社
ウエコウ

072-228-7933

○建築関係建設コンサルタント業務C

シンジ 〒 5900947 大阪府堺市堺区熊野町西3丁2番7号

代表取締役 上髙 伸二
アイセッケイ
株式会社 あい設計 大阪支社
ウラカミ

072-228-7335

ヨシヒサ

06-6366-0241

06-6367-8445

〒 5300047 大阪府大阪市北区西天満5丁目1-9
新日本曽根崎ビル2F

○建築関係建設コンサルタント業務A

支社長 浦上 義久
06-6889-4551
06-6305-8201
○補償関係コンサルタント業務B
アイテクノ
株式会社 アイテクノ
ヨシダ テルオ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目7番8
号
代表取締役 吉田 照夫

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1038
町外
1150
町外
1236
町外
1381

郵便番号

株式会社

アクセス

1265
町外
1374
町外
1319
町外

○＝大業種

○建築関係建設コンサルタント業務C

○建築関係建設コンサルタント業務B

○土木関係建設コンサルタント業務C

○測量C

大阪営業所
タカヒデ 〒 5300041 大阪府大阪市北区天神橋一丁目19番1
5号 大証ビル203号
誉英
06-6312-2771
06-6312-2774
○土木関係建設コンサルタント業務B

ニシカワ

所長 西川

町外

業種

住所

06-6910-1203
06-6910-1204
アイプラスセッケイジムショ
株式会社 アイプラス設計事務所
ヨネダ ケイイチ 〒 5400028 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目4-12
代表取締役 米田 啓一
06-6131-6551
06-6131-6552
アオイソウゴウケイカク
株式会社 葵総合計画
ハタケヤマ タケシ 〒 5300012 大阪府大阪市北区芝田1丁目14番8号
代表取締役 畠山 健
06-6203-8185
06-7639-0288
アオバコンサルタント
青葉コンサルタント 株式会社 大阪営業所
アワジ サトシ 〒 5410048 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目3番10
号
所長 淡路 智
06-6351-2199
0745-57-3999
アクセス

町外
1087

FAX

アクタス
株式会社

アクタス
ハヤシダ

ヨシヒロ

〒 5300047 大阪府大阪市北区西天満5丁目6番10
号

代表取締役 林田 義弘
06-6445-0557
06-6445-0693
○測量B
アコード
株式会社 アコード
ゴトウ カンジ 〒 5500003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10番14
号
代表取締役 後藤 完二
072-463-8101
072-463-8144
○建築関係建設コンサルタント業務C
アサダセッケイシツ
有限会社 浅田設計室
アサダ コウイチ 〒 5980075 大阪府泉佐野市佐野台20-133
取締役 浅田 耕一
06-6456-1532
○地質調査業務A
アサノタイセイキソエンジニアリング 06-6456-1531
株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング 関西支社
タテイシ リョウ 〒 5530001 大阪府大阪市福島区海老江5丁目2番2
号
支社長 立石 亮

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1403
町外
1167
町外
1346

1272

1017
町外
1062
町外
1056
町外
1078
町外

○＝大業種

住所

大阪支店
テラモト トシヒト 〒 5306029 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番30
号 OAPタワー
支店長 寺本 利人
06-6618-7388
06-6618-7390
アスカ
株式会社

町外

業種

06-6338-3321
06-6338-0461
アサヒコウヨウ
朝日航洋 株式会社 西日本空情支社
タナカ カズマ 〒 5640062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番31号
支社長 田中 一馬
06-6766-3711
06-6766-3722
アシザワセッケイ
株式会社 芦沢設計
アシザワ キヨタカ 〒 5430001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-2-14
佐伯ビル
代表取締役 芦沢 清隆
06-4801-2230
06-4801-2235
アジアコウソク
アジア航測

町外

郵便番号

FAX

○測量A

○建築関係建設コンサルタント業務C

○測量A

株式会社

○測量C

アスカ
モンドリ

トシノブ

代表取締役 水掫 利宣
アスコダイトウ
株式会社 アスコ大東
バンジョウ

マサト

代表取締役 番上 正人
アズサセッケイ
株式会社 梓設計 関西支社
スガネ

〒 5770022 大阪府東大阪市荒本新町4-13
06-6282-0310

06-6282-0311

○土木関係建設コンサルタント業務A

〒 5410054 大阪府大阪市中央区南本町三丁目6番
14号
06-6450-1771

06-6450-1707

ヨシアキ 〒 5310076 大阪府大阪市北区大淀中1-1-90

○建築関係建設コンサルタント業務A
梅

田スカイビル・ガーデンファイブ

執行役員支社長 菅根 義明
072-422-2135
072-422-2514
アップコンサルタント
株式会社 アップコンサルタント
ナカヒガシ ヨシノリ 〒 5960045 大阪府岸和田市別所町三丁目11番10
号
代表取締役 中東 義徳
072-422-7032
072-438-8960
アテックヨシムラ
株式会社 アテック吉村
クボタ ヒロユキ 〒 5960051 大阪府岸和田市岸野町13番16号
代表取締役 窪田 博之

○測量C

○地質調査業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1130
町外
1134
町外
1046
町外
1245
町外
1194
町外
1066
町外
1424
町外
1102
町外

郵便番号

FAX

ニシノ

06-6535-4711

代表取締役 井澤

06-6535-4725

○補償関係コンサルタント業務C

○建築関係建設コンサルタント業務B

○補償関係コンサルタント業務C

○建築関係建設コンサルタント業務A

○測量C

○建築関係建設コンサルタント業務B

○建築関係建設コンサルタント業務A

大阪支店
イッコウ 〒 5500005 大阪府大阪市西区西本町一丁目3番15

支店長 西野 一幸
イザワセッケイ
株式会社 井沢設計
イザワ

○＝大業種

住所

06-6223-2522
06-6223-2622
アプレイザルカンサイ
有限会社 アプレイザルカンサイ
タマハラ エイジ 〒 5410048 大阪府大阪市中央区瓦町3-4-7
代表取締役 玉原 栄治
06-6357-5351
06-6357-5784
アルトケンチクセッケイジムショ
株式会社 アルト建築設計事務所
マツダ ツネヒコ 〒 5300044 大阪府大阪市北区東天満2丁目6番8号
代表取締役 松田 恒彦
06-6223-7255
06-6223-6161
アレック
有限会社 ａｒｅｃ
ヨシモト カオリ 〒 5410048 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目4番7号
代表取締役 善本 かほり
06-6631-8837
06-6633-7630
アワセッケイジムショ
株式会社 阿波設計事務所
セノオ タダハル 〒 5560016 大阪府大阪市浪速区元町2丁目2番12
号
代表取締役 瀬尾 忠治
072-958-0700
072-968-7201
アンドウセッケイジムショ
株式会社 安藤設計事務所
アンドウ サトシ 〒 5830857 大阪府羽曳野市誉田3丁目14番16号
代表取締役 安藤 悟史
06-6585-3020
06-6585-3028
イーアンドエスエンジニアリング
株式会社 Ｅ＆Ｓエンジニアリング
セト カツミ
〒 5520002 大阪府大阪市港区市岡元町3丁目7番1
0号
代表取締役社長 瀬戸 克美
イケシタセッケイ
株式会社 池下設計

業種

号

大阪建大ビル4階

072-998-2723

072-998-2768

ヨシテル 〒 5810019 大阪府八尾市南小阪合町5丁目8番30

善輝

号

○土木関係建設コンサルタント業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1313
町外
1033
町外
1353
町外
1138
町外
1354
町外
1325
町外
1025

郵便番号

イシモトケンチクジムショ
株式会社 石本建築事務所
コバヤシ

FAX

業種

○＝大業種

06-6251-7522

○建築関係建設コンサルタント業務A

住所

06-6251-7507
大阪オフィス

ツトム 〒 5410054 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
オフィス代表 小林 務
06-6723-2515
06-6727-2938
イシヤマエンジニアリング
株式会社 イシヤマエンジニアリング
イシヤマ ヨシミ 〒 5770809 大阪府東大阪市永和3丁目7番21号
代表取締役 石山 義美
イズエン
イズエン 株式会社
ナカノ サクエ 〒
代表取締役 中野 作栄
イズミコンサルタント
和泉コンサルタント 株式会社
キタ タカアキ 〒
代表取締役 北 隆彰
イズミソクリョウセッケイ
和泉測量設計 株式会社
ウエマツ ケイスケ 〒
代表取締役 植松 圭介
イタガキケンチクジムショ
株式会社 板垣建築事務所
イタガキ ヨシカズ 〒
代表取締役 板垣 美一

072-438-4466

○測量B

072-438-4466

○測量C

5960042 大阪府岸和田市加守町2丁目2番13号
072-443-8829

072-443-8830

○測量B

5960062 大阪府岸和田市中北町8番2号
072-277-6807

072-277-6807

○測量C

5998271 大阪府堺市中区深井北町3100番地3-1
00号
06-6633-7535

06-6644-4418

○建築関係建設コンサルタント業務B

5560006 大阪府大阪市浪速区日本橋東2丁目9
番16号

イチウラハウジングアンドプランニング

06-6361-8480

06-6361-8788

株式会社

町外
1021

市浦ハウジング＆プランニング 大阪支店
タナカ ジュンイチ 〒 5300047 大阪府大阪市北区西天満1-7-20
・ORIXビル
専務取締役支店長 田中 純一
072-228-7667
072-228-6111
イチオカケンチクジムショ

○土木関係建設コンサルタント業務A

株式会社
町外

市岡建築事務所
イチオカ

代表取締役 市岡

テルオ 〒 5900971 大阪府堺市堺区栄橋町1丁4番10号

照男

JIN
○建築関係建設コンサルタント業務C

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1361
町外
1058
町外
1270
町外
1106
町外
1416
町外
1117
町外
1396
町外
1231
町外

郵便番号

イヨフドウサンカンテイショ
株式会社 伊与不動産鑑定所
イヨ タダシ

FAX

業種

○＝大業種

06-6363-2420

○補償関係コンサルタント業務C

住所

06-6363-2410

〒 5300047 大阪府大阪市北区西天満5丁目15番18
号 実業ビル

代表取締役 伊与 忠司
06-6881-0670
06-6881-0670
○土木関係建設コンサルタント業務B
インテコ
株式会社 インテコ 大阪営業所
タナカ ジンキチ 〒 5300043 大阪府大阪市北区天満2丁目1-27
所長 田中 甚吉
06-6943-1486
06-6943-1487
○土木関係建設コンサルタント業務A
ウエスコ
株式会社 ウエスコ 関西支社
キタムラ アキヒデ 〒 5400021 大阪府大阪市中央区大手通2丁目2番1
3号
取締役支社長 北村 彰秀
072-473-2554
○測量C
ウエノソクリョウセッケイジムショ 072-473-0112
有限会社 上野測量設計事務所
ウエノ ケンジ 〒 5990201 大阪府阪南市尾崎町190番地の2
代表取締役 上野 賢二
ウエマツケンチクジムショ
植松建築事務所
ウエマツ

06-6926-4386

06-6926-4836

○建築関係建設コンサルタント業務C

イツキ 〒 5300043 大阪府大阪市北区天満3丁目4番5号

代表者 植松 樹
ウシオギジュツコンサルタント
株式会社 潮技術コンサルタント
マサオカ タカユキ 〒
所長 正岡 孝幸
ウラノセッケイ
株式会社 浦野設計 関西支社
ショウ ユキオ 〒
支社長 庄 幸雄
エース
株式会社 エース 大阪支社
ミゾバタ トシヤ 〒
支社長 溝端 俊也

タツタビル302

0721-62-0735

0721-62-0805

○土木関係建設コンサルタント業務B

大阪事務所
5860043 大阪府河内長野市清見台1丁目11番12
号
06-6944-7706

06-6944-7707

○建築関係建設コンサルタント業務A

5400012 大阪府大阪市中央区谷町2-2-20
06-6943-8918

06-6943-8917

5400036 大阪府大阪市中央区船越町1丁目3番4
号

○土木関係建設コンサルタント業務A

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1379
町外
1064
町外
1344

1171
町外
1317
町外
1049

1260
町外
1220
町外

○＝大業種

06-6354-1984

○測量A

住所

06-6354-1985
トモヒコ

○土木関係建設コンサルタント業務A

○建築関係建設コンサルタント業務B

栄和設計事務所

カワノ タツヒコ 〒 5530003 大阪府大阪市福島区福島5丁目17番21
号
取締役社長 川野 達彦
072-226-0007
072-226-0008
○測量C
エスティキカクコンサルタント
株式会社 エス・ティ企画コンサルタント
タカハシ ショウジ 〒 5900076 大阪府堺市堺区北瓦町2丁3番22号

代表取締役 髙橋 祥治
06-6195-7464
06-6195-7465
○土木関係建設コンサルタント業務A
エックストシケンキュウショ
株式会社 エックス都市研究所 大阪支店
アオノ ハジメ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目9番
1号
支店長 青野 肇
06-6376-1371
06-6376-3027
○土木関係建設コンサルタント業務A
エヌイーエス
株式会社

町外

業種

大阪支店
〒 5300043 大阪府大阪市北区天満1丁目16番8号
支店長 吉本 智彦
06-6397-3888
06-6397-5353
エイトニホンギジュツカイハツ
株式会社 エイト日本技術開発 関西支社
タカマツ シゲノリ 〒 5320034 大阪府大阪市淀川区野中北一丁目12
番39号
支社長 高松 重則
06-6452-1651
06-6452-1666
エイワセッケイジムショ
ヨシモト

株式会社
町外

郵便番号

エイテック
株式会社 エイテック

FAX

エヌイーエス
ナラシマ

ヨシマサ

代表取締役 楢島 好正
エヌイーサポート
株式会社 エヌ・イーサポート
オオシタ

ノブマサ

〒 5300022 大阪府大阪市北区浪花町14番25号
06-6472-9772

06-6472-9779

○その他

大阪支店
〒 5550033 大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目4番1
0号

支店長 大下 展正
072-484-3360
072-468-9773
エヌエイシーソウケン
株式会社 ＮＡＣ総建 大阪支店
カメイ ヨシノリ 〒 5900521 大阪府泉南市樽井2丁目31番10号
支店長 亀井 義則

○土木関係建設コンサルタント業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1362

カタクラ

町外
1279
町外
1205

郵便番号

エヌエスカンキョウ
エヌエス環境 株式会社

FAX

業種

○＝大業種

06-6310-7529

○土木関係建設コンサルタント業務A

住所

06-6310-6222

西日本支社
〒 5640062 大阪府吹田市垂水町2-36-27

ヒロカズ

支社長 片倉 宏雅
06-7177-0180
06-7177-0186
エヌジェーエス
株式会社 ＮＪＳ 大阪総合事務所
ワカバヤシ ヒデユキ 〒 5410056 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目1
番3号
所長 若林 秀幸
06-6867-6075
06-6867-6076
エヌティーシーコンサルタンツ

○土木関係建設コンサルタント業務A

ＮＴＣコンサルタンツ
町外
1216

エハラ
株式会社

町外
1027

○土木関係建設コンサルタント業務B

エハラ
カネモト

町外
1202

株式会社 大阪営業所
タナカ トシユキ 〒 5610857 大阪府豊中市服部寿町2-1-18
所長 田中 俊之
06-6730-1500
06-6730-1300

○土木関係建設コンサルタント業務A

カツトシ

〒 5770809 大阪府東大阪市永和2丁目13番9号

代表取締役 金本 勝利
06-6964-0281
06-6964-0282
○土木関係建設コンサルタント業務A
エフウォーターマネジメント
株式会社 エフウォーターマネジメント 大阪事務所
アラカワ ミキオ 〒 5360023 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目4番2
1号
所長 荒川 三基男
06-4705-7120
06-4705-7140
○土木関係建設コンサルタント業務B
エルクコンサルタント
株式会社

町外
1413

エルクコンサルタント 大阪支店
タケナカ カズヤ 〒 5420081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3番1
7号
支店長 竹中 一哉
06-6356-4088
○建築関係建設コンサルタント業務B
エンドウタカオケンチクセッケイジムショ 06-6356-1250
株式会社

町外
1376

遠藤剛生建築設計事務所
エンドウ タカオ 〒 5300038 大阪府大阪市北区紅梅町3番4号
代表取締役 遠藤 剛生
072-221-0205
072-222-4107
オーエス
株式会社

町外

オーエス
ニシダ

代表取締役社長 西田

シゲヒロ 〒 5900032 大阪府堺市堺区西永山園6番3号

茂弘

○測量C

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1004
町外
1225
町外
1306

1165
町外
1109

業種

○＝大業種

住所

072-851-4222
072-851-4222
○土木関係建設コンサルタント業務B
オウギコンサルタンツ
扇コンサルタンツ 株式会社 大阪支店
タムラ タカシ 〒 5730001 大阪府枚方市田口山3丁目23番12号
支店長 田村 貴志
06-6885-6357
06-6885-6379
○土木関係建設コンサルタント業務A
オウヨウチシツ
応用地質 株式会社 関西支社
ナカニシ アキトモ 〒 5320021 大阪府大阪市淀川区田川北2丁目4番6
6号
支社長 中西 昭友
072-464-3800
072-464-3826
○建築関係建設コンサルタント業務C
オオキタケンチクジムショ
株式会社

町外

郵便番号

FAX

大北建築事務所

〒 5980015 大阪府泉佐野市高松南3丁目2番3号
代表取締役 大北 亘章
06-6581-2815
06-6581-4878
○補償関係コンサルタント業務B
オオサカエンジニアリング
大阪エンジニアリング 株式会社
ナカムラ ユウイチ 〒 5500025 大阪府大阪市西区九条南2丁目18番16
号
代表取締役 中村 雄一
オオサカコウキョウショクタクトウキトチカオクチョウサシキョウカイ 06-6942-9251
06-6942-9252
○補償関係コンサルタント業務A
オオキタ

ノブアキ

公益社団法人
町外
1036

大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会
コウイチロウ
〒 5400036 大阪府大阪市中央区船越町1丁目3番6
号 フレックス大手前
理事長 横山 幸一郎
オオサカスイドウコウギョウカイケンキュウショ 06-6358-5430
06-6358-5429
○土木関係建設コンサルタント業務B
ヨコヤマ

株式会社
町外
1139
町外
1345

大阪水道工業会研究所
ナカムラ アツジ 〒 5300041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目6番26
号
代表取締役 中村 篤二
06-6633-1120
○土木関係建設コンサルタント業務C
オオサカスイドウソウゴウサービス 06-6633-1100
株式会社 大阪水道総合サービス
ヤマノノ カズヤ 〒 5450051 大阪府大阪市阿倍野区旭町一丁目2番
7号
代表取締役 山野 一弥
06-6704-6601
06-6704-6605
○測量B
オオサカソクリョウ
大阪測量

町外

株式会社
カワノ

代表取締役 河野

シン
信

〒 5460003 大阪府大阪市東住吉区今川8丁目12番
18号

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1039

郵便番号

FAX

業種

○＝大業種

06-6262-7721

○土木関係建設コンサルタント業務B

住所

オオサカフトシセイビスイシンセンター 06-6262-7711

公益財団法人
町外
1217
町外
1246

大阪府都市整備推進センター
ヨシキ 〒 5410053 大阪府大阪市中央区本町1丁目8番12
号
理事長 下村 良希
06-6763-2261
06-6762-6238
○補償関係コンサルタント業務C
オオテマエサンギョウ
大手前産業 株式会社
オオクボ ヨシカズ 〒 5400004 大阪府大阪市中央区玉造1丁目14番14
号
代表取締役 大久保 慶和
06-6228-1350
06-6228-1357
○土木関係建設コンサルタント業務A
オオバ
シモムラ

株式会社
町外
1334
町外
1233
町外
1001
町外
1118
町外
1237

大阪支店

〒 5410047 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目7番3
号
支店長 束村 茂久
06-6654-5200
06-6654-5201
オカモトセッケイ
株式会社 岡本設計 大阪事務所
イワモト ヨシヒロ 〒 5450037 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1丁目23
-14-206
所長 岩本 好博
06-6944-1468
06-6944-0255
オガサハラセッケイ
株式会社 小笠原設計
ツジ ヒデアキ 〒 5400031 大阪府大阪市中央区北浜東2丁目19番
代表取締役 辻 英明
06-4708-8001
06-4708-8353
オガワケンチクセッケイジムショ
株式会社 小河建築設計事務所
ウリウダ ナオヒコ 〒 5410048 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目3番7号
瓦町KTビル
代表取締役 瓜生田 尚彦
06-6881-1788
06-6881-1793
オキココーポレーション
株式会社 オキココーポレーション
フルカワ ヒロアキ 〒 5310064 大阪府大阪市北区国分寺1丁目3番4号
代表取締役 古川 宏明
06-6453-2345
06-6453-0758
オノセッケイ
ツカムラ

株式会社
町外

オオバ

小野設計

シゲヒサ

大阪事務所
カワイ ノブトシ 〒 5300001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2-300
号 大阪駅前第2ビル3階302-1
所長 河合 宣紀

○建築関係建設コンサルタント業務A

○建築関係建設コンサルタント業務A

○建築関係建設コンサルタント業務B

○地質調査業務B

○建築関係建設コンサルタント業務A

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名

郵便番号

FAX

業種

○＝大業種

住所

06-6479-2551
06-6479-2320
○土木関係建設コンサルタント業務A
オリエンタルコンサルタンツ
株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 関西支店
サキモト シゲハル 〒 5300005 大阪府大阪市北区中之島三丁目2番18
町外
号 住友中之島ビル
取締役執行役員関西支店長 﨑本 繁治
06-6223-1200
06-6223-1222
○土木関係建設コンサルタント業務A
1219
オリジナルセッケイ
オリジナル設計 株式会社 大阪事務所
オオヒガシ タツヤ 〒 5410048 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目2番7号
町外
1210

1133
町外
1104

所長 大東 達也
06-6710-3030
06-6710-3031
○土木関係建設コンサルタント業務B
オリンピアコンサルタント
株式会社 オリンピアコンサルタント 大阪営業所
ナカガワ フミヒロ 〒 5460043 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目18番
9号
所長 中川 文啓
06-6451-2743
06-6451-6400
○建築関係建設コンサルタント業務B
カイセッケイ
株式会社

町外
1024
町外
1329
町外
1079

偕設計

号
代表取締役 山口 登司
06-6260-7105
06-6271-7366
○土木関係建設コンサルタント業務B
カイハツエンジニアリング
開発エンジニアリング 株式会社 大阪事務所
ミヤタ ヤスミ 〒 5410057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-7-9
所長 宮田 保美
06-6360-7205
○土木関係建設コンサルタント業務A
カイハツトラノモンコンサルタント 06-6360-7001
開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 関西支店
オザワ ショウジ 〒 5300054 大阪府大阪市北区南森町一丁目2番25
号
取締役支店長 小澤 昭治
カナザワセッケイジムショ
株式会社 金沢設計事務所
代表取締役 金澤

06-6779-8808

072-663-7200

川久保不動産鑑定士事務所
カワクボ ハジメ 〒 5670826 大阪府茨木市大池1丁目2番26号

代表取締役 川久保

○建築関係建設コンサルタント業務C

14番22号

実

カワクボフドウサンカンテイシジムショ 072-667-5200

株式会社
町外

06-6779-8807

ミノル 〒 5430051 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目

カナザワ

町外
1425

タカシ 〒 5530003 大阪府大阪市福島区福島6丁目9番11

ヤマグチ

肇

○補償関係コンサルタント業務C

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1003
町外
1335
町外
1365
町外
1061
町外
1044
町外
1289
町外
1404
町外
1198
町外

郵便番号

業種

○＝大業種

072-431-0603

○地質調査業務A

住所

072-431-0602

カワサキチシツ
川崎地質 株式会社

FAX

南大阪事務所
ヨウゾウ 〒 5960011 大阪府岸和田市木材町13番3号
所長 長谷川 洋三
072-948-5600
072-949-7799
カワソクセッケイ
株式会社 川測設計
カワノウエ テルアキ 〒 5810029 大阪府八尾市東弓削1丁目22番地
ハセガワ

代表取締役 川ノ上 晃章
06-4390-8084
06-4390-8085
カンキョウセッケイ
環境設計 株式会社 大阪事務所
オダ ミツテル 〒 5500014 大阪府大阪市西区北堀江1-17-11

○測量B

○土木関係建設コンサルタント業務B

所長 小田 光輝
06-6261-2144
06-6261-2146
○土木関係建設コンサルタント業務B
カンキョウセッケイ
環境設計 株式会社
ナカノ ススム 〒 5410056 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目4
番2号
代表取締役 中野 晋
06-6263-7306
06-6263-7307
○土木関係建設コンサルタント業務A
カンキョウソウゴウテクノス
株式会社 環境総合テクノス
ナカヤマ タカシ 〒 5410052 大阪府大阪市中央区安土町1丁目3番5
号
代表取締役社長 中山 崇
06-6203-8021
06-6203-8022
○その他
カンキョウソウゴウリサーチ
株式会社 環境総合リサーチ 大阪営業所
シモマチ マサヒロ 〒 5410045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番7
号
所長 下町 正広
カンコウ
株式会社

06-6935-6922
かんこう
フジイ

06-6935-6965

○土木関係建設コンサルタント業務A

大阪支店
コウイチ 〒 5360006 大阪府大阪市城東区野江1-12-8

支店長 藤井 浩一
06-6474-2508
06-6474-2509
○土木関係建設コンサルタント業務B
カンサイエンジニヤリング
株式会社 関西エンジニヤリング 大阪営業所
ツチハシ トオル 〒 5550025 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目20-3
所長 土橋 徹

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1358

郵便番号

FAX

業種

○＝大業種

06-6583-3274

○土木関係建設コンサルタント業務B

住所

カンサイカンキョウカンリギジュツセンター 06-6583-3262

一般財団法人
町外
1311
町外
1209
町外
1126
町外
1030
町外
1304

関西環境管理技術センター
ヤスヒコ 〒 5500021 大阪府大阪市西区川口2丁目9番10号
理事長 谷口 靖彦
072-626-0205
072-626-0218
カンサイギジュツコンサルタント
関西技術コンサルタント 株式会社
ウメガキ トオル 〒 5670881 大阪府茨木市上中条二丁目10番27号
タニグチ

代表取締役 梅垣 亨
カンサイコンサルタント
株式会社 関西コンサルタント

1140
町外
1212
町外

06-6949-6535

○土木関係建設コンサルタント業務C

ハヤシ ノブユキ 〒 5400012 大阪府大阪市中央区谷町4-4-15
代表取締役 林 信行
06-6838-7061
06-6307-5582
○測量A
カンサイシビルコンサルタント
株式会社 関西シビルコンサルタント
フジモト ヨシミツ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目4番
20号
代表取締役社長 藤本 由光

06-6121-3014
06-6228-7114
カンサイソウゴウカンテイショ
株式会社 関西総合鑑定所 大阪事務所
スギワカ ヒロタカ 〒 5410041 大阪府大阪市中央区北浜1丁目1番27
号 グランクリュ大阪北浜509号室
所長 杉若 浩孝
06-6945-5871
06-6945-5899
カンサイソウゴウケンキュウショ
株式会社

町外

06-6949-5700

○土木関係建設コンサルタント業務B

○補償関係コンサルタント業務C

○土木関係建設コンサルタント業務C

関西総合研究所
ミヤモト

ミエコ 〒 5400026 大阪府大阪市中央区内本町1-1-10

代表取締役 宮本 三恵子
06-6767-0707
06-6767-0706
○地質調査業務B
カンサイドボクギジュツセンター
株式会社 関西土木技術センター 大阪支店
アラタニ ケンイチ 〒 5420065 大阪府大阪市中央区中寺2丁目2番9号
支店長 荒谷 賢一
06-6364-9282
06-6364-7196
○土木関係建設コンサルタント業務B
カンセッケイジムショ
株式会社 寛設計事務所
ナンバ シュウイチ 〒 5300047 大阪府大阪市北区西天満5丁目2番18
号
代表取締役 難波 修一

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1182
町外
1154
町外
1122
町外
1191
町外
1145
町外
1397
町外
1410
町外
1156
町外

郵便番号

サカモト

○＝大業種

06-6264-0648

○測量B

カズオ 〒 5420081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目7番8

代表取締役 坂本 和郎
カンデンサービス
関電サービス 株式会社
タケダ

業種

住所

06-6261-2398

カンゼコウソク
カンゼ航測 株式会社

FAX

号

06-6365-0085

06-6365-0058

○補償関係コンサルタント業務C

ヨシヒロ 〒 5300047 大阪府大阪市北区西天満5丁目14番10

号
代表取締役社長 竹田 芳弘
072-238-2776
キシモトケンチクセッケイジムショ 072-238-2774
株式会社 岸本建築設計事務所
キシモト ジュンイチ 〒 5900952 大阪府堺市堺区市之町東4丁2-17
代表取締役 岸本 準一
06-6441-1022
06-6441-1050
キショウコウガクケンキュウショ
株式会社 気象工学研究所
コクボ テツヤ 〒 5500003 大阪府大阪市西区京町堀1-8-5
代表取締役社長 小久保 鉄也
06-4861-7000
06-4861-7023
キソジバンコンサルタンツ
基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 関西支社
ナルセ フミヒロ 〒 5640051 大阪府吹田市豊津町12-32

○建築関係建設コンサルタント業務C

○土木関係建設コンサルタント業務B

○土木関係建設コンサルタント業務A

支社長 成瀬 文宏
072-683-0028
072-683-0128
○土木関係建設コンサルタント業務A
キタイセッケイ
キタイ設計 株式会社 大阪支社
ハヤシ マサヒロ 〒 5691127 大阪府高槻市西真上1丁目27番3号
支社長 林 政弘
06-6384-5094
06-6339-3264
○測量B
キョウエイテック
株式会社 共栄テック
マツオカ トシオ 〒 5640063 大阪府吹田市江坂町3-17-9 山本ビ
ル202号
代表取締役 松岡 敏夫
06-6167-9380
06-6167-9381
○測量A
キョウトイングス
株式会社 京都イングス 大阪支社
コバヤシ マサル 〒 5360006 大阪府大阪市城東区野江1丁目12番19
号 3F
支社長 小林 賢

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1100

イイダ

町外
1089
町外
1159
町外
1125
町外
1391
町外
1390
町外
1328
町外
1034

業種

○＝大業種

06-6365-6171

○建築関係建設コンサルタント業務A

住所

06-6364-5836

セイゾウ 〒 5300047 大阪府大阪市北区西天満5-10-14

代表取締役 飯田 精三
06-6266-3003
06-6266-3366
○土木関係建設コンサルタント業務B
キョウワギジュツケンキュウショ
株式会社 共和技術研究所
ホリタ ケンイチ 〒 5420081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目6番1
2号
代表取締役 堀田 憲一
06-6367-1635
06-6362-0988
○土木関係建設コンサルタント業務A
キョウワコンサルタンツ
株式会社 協和コンサルタンツ 関西営業所
サイトウ ケンイチ 〒 5300045 大阪府大阪市北区天神西町5番17号
所長 斉藤 健一
072-627-9351
072-627-9350
キョウワセッケイ
協和設計 株式会社
クゴ マサハル 〒 5670877 大阪府茨木市丑寅2丁目1番34号
代表取締役社長 久後 雅治
06-6943-8810
06-6943-8788
キョウワセッケイジムショ
株式会社 協和設計事務所 大阪支店
クメ ヒロアキ 〒 5400029 大阪府大阪市中央区本町橋2番22号
取締役支店長 久米 宏明
06-6384-7771
06-6338-8732
キョクトウギコウコンサルタント
株式会社 極東技工コンサルタント
ムラオカ モトイ 〒 5640044 大阪府吹田市南金田2丁目3番26号
代表取締役 村岡 基
06-6946-5771
06-6946-5778
キンキギジュツコンサルタンツ
近畿技術コンサルタンツ 株式会社
ニシカワ タカオ 〒 5400012 大阪府大阪市中央区谷町二丁目6番4
号（谷町ビル）
代表取締役社長 西川 孝雄
072-251-5036
072-251-5067
キンキコンサルタント
株式会社

町外

郵便番号

キョウドウセッケイ
共同設計 株式会社

FAX

近畿コンサルタント

堺営業所
オチアイ トシオ 〒 5918025 大阪府堺市北区長曽根町734-4
ビル
所長 落合 敏夫

吉村

○土木関係建設コンサルタント業務A

○建築関係建設コンサルタント業務A

○土木関係建設コンサルタント業務A

○土木関係建設コンサルタント業務A

○補償関係コンサルタント業務C

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1059

タチバナ

町外
1331

町外

モリモト

ヒロアキ

業種

ギケン
株式会社

06-6335-1282

○地質調査業務B

〒 5610834 大阪府豊中市庄内栄町2丁目11番1号
06-6831-0550

06-6831-0551

大阪事務所
〒 5600085 大阪府豊中市上新田4-8

○地質調査業務A

C1201
○土木関係建設コンサルタント業務B

敏美
06-6356-3666

06-6356-3789

○補償関係コンサルタント業務B

技研
イシダ

町外

○＝大業種

住所

06-6335-1281

所長 守本 博昭
072-415-1805
072-415-1806
キンダイギケン
株式会社 近代技研 阪南営業所
タガイ トシミ 〒 5990301 大阪府泉南郡岬町淡輪4345番地
所長 多賀井

1050

アキヒロ

代表取締役 立花 明博
キンキチシツセンター
株式会社 キンキ地質センター

町外
1107

郵便番号

キンキソイルコウギョウ
近畿ソイル工業 株式会社

FAX

エイイチ 〒 5300043 大阪府大阪市北区天満4-12-9

代表取締役 石田 榮市
06-4709-6933
06-4709-6934
クウカンソウケン
株式会社 空間創研 大阪事務所
ヒノ セイジ
町外
〒 5300026 大阪府大阪市北区神山町1番5号
町公園ビル6階
取締役大阪事務所長 日野 誠次
06-6192-8751
06-6192-8752
1180
クウカンデザイン

○土木関係建設コンサルタント業務B

1022

扇
○建築関係建設コンサルタント業務B

株式会社
町外
1162
町外
1399

空間デザイン
アベ ヒロアキ 〒 5640062 大阪府吹田市垂水町3-29-2-406
代表取締役 阿部 弘明
072-367-2590
クニトシジョウゲスイドウセッケイ 072-365-5680
國年上下水道設計 株式会社
クニトシ スケカズ 〒 5890006 大阪府大阪狭山市金剛2丁目11番1号
代表取締役 國年 佑和
06-6444-1161
06-6444-1167
クメセッケイ
株式会社

町外

久米設計
コニシ

常務執行役員支社長 小西

大阪支社
タケフミ 〒 5500002 大阪府大阪市西区江戸堀1-10-8

威史

シフィックマークス肥後橋

パ

○土木関係建設コンサルタント業務B

○建築関係建設コンサルタント業務A

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1427

ナカニワ

町外
1321
町外
1407
町外
1303

1163
町外
1343

○建築関係建設コンサルタント業務C

株式会社
〒 5620035 大阪府箕面市船場東2-1-15

カズヒデ

○土木関係建設コンサルタント業務B

ユウコ 〒 5980002 大阪府泉佐野市中庄255番地

代表取締役 竹藏 優子
グロース
株式会社 グロース
カミノソノ

イクム

0721-26-7228

0721-26-7229

○測量C

〒 5860002 大阪府河内長野市市町423番地の5

代表取締役 上之薗 幾務
072-224-0895
072-224-0897
○補償関係コンサルタント業務C
ケーエスギケン
ケーエス技建 株式会社
ナカノ トオル 〒 5900972 大阪府堺市堺区竜神橋町1丁2番16号
代表取締役 中野 徹
06-6632-8596
06-6632-8596
○土木関係建設コンサルタント業務B
ケーエスコンサルタント
株式会社 ケー・エスコンサルタント 大阪支店
キムラ ヨウジ 〒 5450051 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7 あ
べのメディックス301号
支店長 木村 洋智
072-279-6770
072-279-8231
○地質調査業務A
ケージーエス
株式会社

町外

072-749-1818

住所

072-749-1188

グラード
タケクラ

町外

町外

○＝大業種

支店長 藤原 博史
06-6121-2329
06-6121-6034
○土木関係建設コンサルタント業務C
クリアウォーターオオサカ
クリアウォーターＯＳＡＫＡ 株式会社
フクイ サトシ 〒 5410055 大阪府大阪市中央区船場中央2-2-5-2
33
代表取締役社長 福井 聡
072-425-0908
072-425-0908
○測量C
グラード
株式会社

1023

業種

代表取締役 中庭 和秀
06-4400-8336
06-6441-7557
クラソクケンセツコンサルタント
倉測建設コンサルタント 株式会社 大阪支店
フジワラ ヒロフミ 〒 5500004 大阪府大阪市西区靱本町2-9-11

町外
1203

郵便番号

クモノスコーポレーション
クモノスコーポレーション

FAX

ＫＧＳ
タカムラ

代表取締役 髙村

ノリアキ

憲明

〒 5998273 大阪府堺市中区深井清水町3761番地

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1040
町外
1223
町外
1349
町外
1332
町外
1347
町外
1292
町外
1429
町外
1054
町外

郵便番号

FAX

ボウガウチ

カツヨシ

支社長 坊ヶ内 克良
ケイプランニング
Ｋプランニング 株式会社
ワケ カツミ

06-4708-5215

06-4708-5216

○土木関係建設コンサルタント業務C

○補償関係コンサルタント業務C

○測量C

〒 5410041 大阪府大阪市中央区北浜1丁目9番9号
06-6228-0065

06-6228-0293

○建築関係建設コンサルタント業務C

〒 5410048 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目4番7
号

代表取締役 和氣 勝海
06-6206-5555
06-6206-5678
ケンセツギジュツケンキュウジョ
株式会社 建設技術研究所 大阪事務所
コタキ クニカズ 〒 5410045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-7
所長 小瀧
ケンソウケン
株式会社 建綜研

○＝大業種

住所

0721-20-5611
0721-20-5580
ケイエスブンセキセンター
株式会社 ケイ・エス分析センター
アサノ アキラ 〒 5840067 大阪府富田林市錦織南2丁目9番2号
代表取締役 浅野 昭
072-201-2144
072-245-6878
ケイシン
株式会社 ＫＥＩＳＩＮ
ニシバヤシ ヨシタカ 〒 5900834 大阪府堺市堺区出島町3-8-22
代表取締役 西林 嘉隆
ケイズ
株式会社 ケイズ 大阪支社

業種

○土木関係建設コンサルタント業務A

訓一

オオオカ

06-6454-1630

○建築関係建設コンサルタント業務B

エイジ 〒 5310076 大阪府大阪市北区大淀中1丁目8番5号

代表取締役 大岡 永知
コウアカイハツ
興亜開発 株式会社 関西支店
オオムラ

06-6454-1620

ノリアキ

072-250-3451

072-250-3457

〒 5918037 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町三丁目1
76番地

○地質調査業務A

支店長 大村 範明
072-284-9751
072-284-9769
○測量C
コウアセッケイソクリョウ
株式会社 興亜設計測量
タナカ タケシ 〒 5998114 大阪府堺市東区日置荘西町4丁10－24
代表取締役 田中 武

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1342
町外
1326
町外

郵便番号

町外
1267
町外
1244
町外
1068
町外
1080
町外
1199
町外

○＝大業種

○土木関係建設コンサルタント業務C

○建築関係建設コンサルタント業務A

成輝

コウゾウソウゴウギジュツケンキュウショ 06-6748-8880

株式会社

業種

住所

06-6947-6523
コウエンマネジメントケンキュウショ 06-6947-6522
株式会社 公園マネジメント研究所
オノ リュウ
〒 5400012 大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22
号
代表取締役 小野 隆
06-6367-1113
06-6367-1114
コウサカセッケイ
株式会社 上坂設計
コウサカ シゲキ 〒 5300051 大阪府大阪市北区太融寺町3番24号
代表取締役 上坂

1255

FAX

06-6748-8887

○建築関係建設コンサルタント業務B

構造総合技術研究所
シュンジ 〒 5770012 大阪府東大阪市長田東三丁目2番27号

タカイ

代表取締役 高井 俊次
コウゾウブツセッケイ
構造物設計 株式会社
ナツカワ

キョウスケ

代表取締役 夏川 亨介
コウワチョウサセッケイ
晃和調査設計 株式会社
マツモト

マサノリ

支店長 橘川 正徳
コクドカイハツセンター
株式会社 国土開発センター
タケマツ

06-6838-3523

○土木関係建設コンサルタント業務B

〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島6-7-8
06-6775-5800

06-6775-5801

○土木関係建設コンサルタント業務B

タカシ 〒 5430001 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目9

代表取締役 松本 孝
コクサイコウギョウ
国際航業 株式会社 大阪支店
キッカワ

06-6838-3522

番14号

06-6266-5931

06-6266-5930

○測量A

〒 5420081 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）
06-4300-5015

06-4396-7770

○土木関係建設コンサルタント業務A

大阪支店

ツトム 〒 5560014 大阪府大阪市浪速区大国1丁目2番21

号
支店長 竹松 勉
06-6484-6091
06-6484-6092
コクドギジュツコンサルタント
株式会社 国土技術コンサルタント
イワサキ タケル 〒 5410041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目1番21
号
代表取締役 岩﨑 健

○土木関係建設コンサルタント業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1124
町外
1074
町外
1187

1426
町外
1423
町外
1363
町外
1119
町外
1151
町外

業種

○＝大業種

住所

06-6195-3991
06-6990-2222
○土木関係建設コンサルタント業務C
コクドコウエイコンサルタンツ
国土工営コンサルタンツ 株式会社
イシハラ ハジメ 〒 5330033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-6-14
代表取締役 石原 元
06-6136-9911
06-6136-9919
○土木関係建設コンサルタント業務A
コクドボウサイギジュツ
国土防災技術 株式会社 大阪支店
モリ ショウイチ 〒 5340024 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目10
番13号
支店長 森 正一
06-6532-4051
06-6532-1562
○建築関係建設コンサルタント業務A
コニシセッケイ
株式会社

町外

郵便番号

FAX

小西設計
コニシ

トシコ 〒 5500012 大阪府大阪市西区立売堀1丁目12番16
号
取締役社長 小西 敏子
06-6151-2284
06-6151-5443
○土木関係建設コンサルタント業務B
コホクエンジニアリング
湖北エンジニアリング 株式会社 大阪支店
ミヤモト ヨシユキ 〒 5320004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-16-10
28
支店長 宮本 至幸
06-6809-7160
06-6809-7159
○補償関係コンサルタント業務C
コムケンチクコンサルタント
株式会社 コム建築コンサルタント 大阪営業所
オオカド ケンジ 〒 5400026 大阪府大阪市中央区内本町1丁目1-6
本町カノヤビル6階
所長 大門 憲司
コンストラクションインベストメントマネジャーズ 06-6910-8883
06-6910-8884
○建築関係建設コンサルタント業務B
コンストラクションインベストメントマネジャーズ 株式会社
ナカニシ モトハル 〒 5400026 大阪府大阪市中央区内本町二丁目4番
7号 大阪U2ビル8階
代表取締役 中西 基晴
ゴセイ
株式会社

06-6977-8771
五星

06-6977-8772

○土木関係建設コンサルタント業務A

関西支社

フジムラ

トシユキ

支社長 藤村 俊幸
ゴヨウセッケイ
五洋設計 株式会社 大阪支店
ヨシオカ

支店長 吉岡

〒 5370025 大阪府大阪市東成区中道3丁目17番12
号
072-668-5439

072-668-5430

マユミ 〒 5690813 大阪府高槻市西五百住町6-5

まゆみ

○土木関係建設コンサルタント業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1420
町外
1116
町外
1105

郵便番号

FAX

業種

○＝大業種

住所

06-6534-8181
06-6131-6012
○補償関係コンサルタント業務C
サキフドウサンカンテイ
咲不動産鑑定
サトウ サユキ 〒 5500005 大阪府大阪市西区西本町1-8-2 三晃
ビル409
代表 佐藤 さゆき
06-6532-7777
○補償関係コンサルタント業務B
サンギョウコウガクケンキュウショ 06-6541-5845
株式会社 産業工学研究所
タケダ マサノリ 〒 5500012 大阪府大阪市西区立売堀3丁目1番14
号
代表取締役 武田 正典
06-6442-3447
06-6442-3446
○建築関係建設コンサルタント業務B
サンケンコウゾウ
株式会社

町外
1297
町外
1047

三建構造
オカ キヨユキ 〒 5530003 大阪府大阪市福島区福島七丁目15番2
6号
代表取締役 岡 清之
06-6121-5011
06-6121-5022
○土木関係建設コンサルタント業務A
サンコーコンサルタント
サンコーコンサルタント 株式会社 大阪支店
タケノ コウイチ 〒 5410059 大阪府大阪市中央区博労町3-2-8
支店長 竹野 浩一
サンコウケンチクジムショ
株式会社 三弘建築事務所
イケダ

町外
1144
町外
1174
町外
1394

06-6765-8876

○建築関係建設コンサルタント業務B

大阪事務所

ヤスヒコ 〒 5420061 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目1

代表取締役所長 池田 裕彦
サンザケンチクジムショ
株式会社 三座建築事務所
イデ トシオ

番10号

06-6443-0051

安堂寺第17松屋ビル
06-6443-9898

三水コンサルタント

○建築関係建設コンサルタント業務B

〒 5500002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-38

代表取締役 井手 俊男
072-284-2637
072-284-2638
サンスイコンサルタント
サンスイコンサルタント 株式会社 大阪支店
ノナカ タイセイ 〒 5900137 大阪府堺市南区城山台1丁30-2
支店長 野中 大成
06-6447-8181
06-6447-8196
サンスイコンサルタント
株式会社

町外

06-6765-8872

大阪支社
ヨシムラ トオル 〒 5300005 大阪府大阪市北区中之島6丁目2番40
号
取締役支社長 吉村 徹

○土木関係建設コンサルタント業務A

○土木関係建設コンサルタント業務A

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1035
町外
1010
町外
1013
町外
1075

1053
町外
1367
町外
1218
町外
1214
町外

業種

○＝大業種

住所

072-462-6312
072-462-6322
サンセンエンジニアリング
株式会社 サンセンエンジニアリング
ナカオ ヨシヒコ 〒 5990212 大阪府阪南市自然田742-1
代表取締役 中尾 喜彦
072-832-5556
072-832-5557
サンテック
株式会社 サンテック
ウエダ カズヨシ 〒 5730094 大阪府枚方市南中振1丁目1番28号

○建築関係建設コンサルタント業務C

○土木関係建設コンサルタント業務B

代表取締役 上田 數義
06-6394-2336
06-6394-2337
○土木関係建設コンサルタント業務A
サンテックインターナショナル
株式会社 サンテックインターナショナル 大阪支店
キタムラ ジロウ 〒 5320004 大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目6番
60号
支店長 北村 治郎
072-922-9958
072-922-9796
○測量C
サンリツソクリョウ
三立測量

町外

郵便番号

FAX

株式会社
タナベ

ユタカ 〒
代表取締役 田邉 裕貴
サンワソウゴウコンサル
株式会社 三和綜合コンサル
イマイ ノブヒロ 〒
代表取締役社長 今井 信宏
シーティーアイウイング
株式会社 ＣＴＩウイング
カワグチ ヒトシ 〒
代表取締役社長 川口 一志
シードコンサルタント
株式会社 シードコンサルタント
タナカ ヨシユキ 〒
支社長 田中 義幸
シーピーシー
株式会社 ＣＰＣ
シノザキ ワタル 〒
代表取締役 篠崎 亘

5810073 大阪府八尾市高町2番26号
06-6951-6211

06-6951-6244

○補償関係コンサルタント業務B

5350021 大阪府大阪市旭区清水1丁目5番21号
06-6226-1400

06-6226-1404

○土木関係建設コンサルタント業務A

5410045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目6番
7号
06-6775-5211

06-6775-5216

○土木関係建設コンサルタント業務A

大阪支社
5430001 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目62
06-4300-3200

06-6535-1388

5500011 大阪府大阪市西区阿波座二丁目1番1
号

○土木関係建設コンサルタント業務A

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1259

トクヤマ

町外
1372
町外
1392
町外
1290

1301
町外
1241
町外
1238
町外
1111
町外

業種

○＝大業種

06-6307-2251

○土木関係建設コンサルタント業務C

住所

06-6307-2250

大阪事務所
〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番2
6-203号

ジュンジ

所長 徳山 淳司
06-6768-3141
06-6768-0417
○測量A
シャソクエンジニアリング
写測エンジニアリング 株式会社 大阪支店
ナガツユ キヨシ 〒 5430001 大阪府大阪市天王寺区上本町三丁目2
番15号
支店長 永露 潔
06-6367-3805
○土木関係建設コンサルタント業務A
シュウセイケンセツコンサルタント 06-6367-3800
株式会社 修成建設コンサルタント
タナベ ヒロシ 〒 5300055 大阪府大阪市北区野崎町7番8号 梅
田パークビル8階
代表取締役社長 田邊 広志
06-6307-5123
06-6309-8171
○土木関係建設コンサルタント業務A
ショウワ
昭和

町外

郵便番号

シビルチョウサセッケイ
株式会社 シビル調査設計

FAX

株式会社

関西支社

クマキ

トシユキ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目13番

9号
支社長 熊木 敏之
06-7174-8777
06-7174-8779
○建築関係建設コンサルタント業務A
ショウワセッケイ
株式会社 昭和設計
チクサ ミキオ 〒 5310072 大阪府大阪市北区豊崎4-12-10
代表取締役社長 千種 幹雄
06-6357-7011
06-4800-8001
○土木関係建設コンサルタント業務B
ショウワセッケイコンサルタント
株式会社 昭和設計コンサルタント
マツナガ ショウジ 〒 5300044 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号
代表取締役 松永 昇次
06-6947-1130
06-6947-1250
○補償関係コンサルタント業務B
シンエイホショウセッケイ
株式会社 信栄補償設計
タナカ ヒデヨ 〒 5400026 大阪府大阪市中央区内本町1丁目2番1
4号
代表取締役 田中 英世
06-6305-2531
06-6305-2538
○土木関係建設コンサルタント業務B
シンオオサカエンジニアリング
株式会社 新大阪エンジニアリング
ナガイ アツシ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目2番2
1号（ミツフ新御堂筋ビル）
代表取締役 永井 敦志

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1308
町外

郵便番号

アサダ

代表取締役会長 浅田
1316

業種

○＝大業種

06-6698-1073

○建築関係建設コンサルタント業務B

住所

06-6698-1071

シンオオサカセッケイジムショ
株式会社 新大阪設計事務所

FAX

マサタカ 〒 5580004 大阪府大阪市住吉区長居東四丁目2番

6号（メゾン長居）

昌孝

シンケンチクセッケイジギョウキョウドウクミアイ

06-6947-0570

06-6940-4685

○建築関係建設コンサルタント業務B

新建築設計事業協同組合
町外
1052
町外
1282
町外
1207
町外
1293
町外
1337
町外
1285
町外

デザキ

ユウゾウ 〒 5400037 大阪府大阪市中央区内平野町1-1-6-8

理事長 出崎 裕三
シンコウカイハツ
株式会社 シンコウ開発
モリ ヒロシ
代表取締役 森 浩史
シンコウソクリョウ
晋光測量 株式会社
スヤマ

05

072-432-4567

072-432-1616

○測量C

〒 5960816 大阪府岸和田市尾生町6丁目2番32号
06-6776-9755

06-6776-9757

○測量C

カズヒコ 〒 5430002 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目8番4

号 プラスビル215号
代表取締役 須山 和彦
072-629-1451
072-629-1460
シンシュウ
株式会社 新洲 大阪支店
サワイ ケンジ 〒 5691111 大阪府高槻市美しが丘2丁目8番22号
支店長 澤井 謙二
072-720-5529
シンドボクカイハツコンサルタント 072-720-5530
株式会社 新土木開発コンサルタント 大阪支店
アオマツ セイキチ 〒 5620046 大阪府箕面市桜ケ丘4丁目6番12号

支店長 青松 清吉
06-6773-1769
06-6773-1782
シンニホンコンサルタント
株式会社 新日本コンサルタント 大阪支店
オオニシ カツアキ 〒 5430056 大阪府大阪市天王寺区堀越町10番12
号 加藤ビル3階
支店長 大西 克明
072-485-1635
072-485-1635
シンヨウ
株式会社 シンヨウ 泉南営業所
フルヤ マサノブ 〒 5900531 大阪府泉南市岡田5丁目8番33号
所長 古谷 正信

○土木関係建設コンサルタント業務A

○土木関係建設コンサルタント業務B

○土木関係建設コンサルタント業務A

○測量C

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1155

郵便番号

シンリンコンサルタント
株式会社 森林コンサルタント
ミヤタ

町外

代表取締役 宮田
1232
町外
1417
町外
1419

1359
町外
1206
町外
1386

072-962-0331

○土木関係建設コンサルタント業務C

タツロウ 〒 5780921 大阪府東大阪市水走三丁目5-2-303

龍朗
06-6309-8304

○土木関係建設コンサルタント業務A

ＪＬＬ森井総合鑑定 株式会社 大阪本社
コウノ シロウ 〒 5300047 大阪府大阪市北区西天満2丁目6番8号
代表 河野 史郎
06-6190-6558
06-6190-6559
○土木関係建設コンサルタント業務A
ジオサーチ
株式会社
オカモト

大阪事務所
〒 5640053 大阪府吹田市江の木町6-24

ジュンペイ

事務所長 岡本 順平
06-6536-8013
06-6536-8015
ジオソリューションズ
株式会社 ＧＥＯソリューションズ 大阪営業所
イッシキ テツシ 〒 5500013 大阪府大阪市西区新町3丁目2番18号
TMビル3F
所長 一色 哲志
072-333-8311
072-333-8312
ジオテクニカル
ジオテクニカル 株式会社
コマツ カズヤ 〒 5800044 大阪府松原市田井城4丁目8-3
代表取締役 小松 一也
06-4801-0230
06-4801-0240
ジオテクノカンサイ
株式会社 ジオテクノ関西 大阪営業所
タブチ フミオ 〒 5306029 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30
タワー29F
所長 田淵 文雄
06-6373-6550
06-6373-6560
ジバンチョウサジムショ
株式会社

町外

○＝大業種

ジェイアール西日本コンサルタンツ 株式会社
ナナカワ ケンジ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目4番2
0号
代表取締役 七川 研二
06-6362-3304
○補償関係コンサルタント業務B
ジェイエルエルモリイソウゴウカンテイ 06-6362-3303

ジオ・サーチ

町外

業種

住所

072-962-0311

ジェイアールニシニホンコンサルタンツ 06-6303-6971

町外
1149

FAX

地盤調査事務所
コウジタニ

所長 糀谷

○測量B

○測量B
OAP

大阪事務所
ヒロシ 〒 5310071 大阪府大阪市北区中津3丁目7番41号

浩司

○測量B

○地質調査業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1132

ミナクチ

町外
1269
町外
1158
町外
1161

郵便番号

ジャパックス
株式会社 ジャパックス

FAX

業種

○＝大業種

06-6338-3821

○測量B

住所

06-6338-3811
大阪支店

サトル 〒 5640063 大阪府吹田市江坂町一丁目6番6号

支店長 水口 悟
072-689-3101
072-689-3101
ジョウチ
株式会社 上智 大阪支店
マノ マサフミ 〒 5691038 大阪府高槻市黄金の里一丁目9番地5
号
支店長 眞野 雅文
06-6649-7711
スギタニアプレイザルアンドリサーチ 06-6649-7676
株式会社 杉谷アプレイザル＆リサーチ
スギタニ チエコ 〒 5560016 大阪府大阪市浪速区元町3丁目8番27
号 杉谷ビル
代表取締役 杉谷 知江子
06-6942-6569
06-6942-6897
スペースビジョンケンキュウショ

○測量A

○補償関係コンサルタント業務C

○土木関係建設コンサルタント業務B

株式会社
町外
1239
町外
1277

スペースビジョン研究所
ミヤマエ ヨウイチ 〒 5406591 大阪府大阪市中央区大手前一丁目7番
31号
代表取締役 宮前 洋一

06-6375-5885
06-6375-5890
スリーエスコンサルタンツ
株式会社 スリーエスコンサルタンツ
キタノ カズタカ 〒 5300015 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12
号
代表取締役 北野 和孝
06-6307-7220
06-6307-7221
セイカンケンサセンター
株式会社

町外
1179
町外
1185

○土木関係建設コンサルタント業務B

静環検査センター 大阪支店
シバタ カツヤ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目8番2
号
支店長 柴田 克也
06-6476-5100
06-6476-4100
○補償関係コンサルタント業務B
セイバンセッケイ
株式会社 西播設計 大阪支店
カワムラ トモヒロ 〒 5550001 大阪府大阪市西淀川区佃2丁目15番11
号
支店長 河村 智裕
06-6390-0066
06-6390-0076
○土木関係建設コンサルタント業務A
セイワセッケイ
正和設計

町外

○土木関係建設コンサルタント業務A

株式会社 大阪支店
フジイ ミキオ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番3
号
支店長 藤井 幹雄

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1264
町外
1276
町外
1360
町外
1275
町外
1086
町外
1389
町外
1123
町外
1380
町外

セリオス
株式会社

郵便番号

072-420-0117

○土木関係建設コンサルタント業務A

072-420-0118

072-428-2121

072-428-3213

06-6882-2130
株式会社

06-6882-2150

○測量C

○土木関係建設コンサルタント業務A

大阪支社

ヨシタカ 〒 5306012 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番30

号（OAPタワ－）
常務取締役支社長 樋口 吉隆
06-6646-0030
06-6646-0682
ゼンニッポンコンサルタント
全日本コンサルタント 株式会社
アオキ ワタル 〒 5560017 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目4番38
号
代表取締役社長 青木 亘
06-6584-0334
06-6584-0006
ゼンリン
株式会社 ゼンリン 関西第一エリア統括部
マツイ ヒトシ 〒 5500021 大阪府大阪市西区川口3丁目3番9号
統括部長 松井 仁
ソイルシステム
株式会社 ソイルシステム
テラニシ

○測量C

ハジメ 〒 5960825 大阪府岸和田市土生町5丁目2番12号

代表取締役 新川 元
セントラルコンサルタント
セントラルコンサルタント
ヒグチ

06-6222-1452

カズヒデ 〒 5960825 大阪府岸和田市土生町161番地

代表取締役 藤田 和秀
センシュウトチ
泉州土地 株式会社
ニイガワ

○＝大業種

タモツ 〒 5410048 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目4番10
号

代表取締役 須﨑 保
センシュウソクチ
泉州測地 株式会社
フジタ

業種

住所

06-6222-1451
セリオス
スザキ

FAX

06-6976-7788

06-6976-7790

○土木関係建設コンサルタント業務A

○測量A

○地質調査業務B

サトシ 〒 5370014 大阪府大阪市東成区大今里西1-8-3

代表取締役 寺西 一哲
06-6449-5630
06-6449-5631
ソウキカクセッケイ
株式会社 綜企画設計 大阪支店
キタダ ヒサハル 〒 5500004 大阪府大阪市西区靱本町2丁目9番11
号
大阪支店長 北田 久晴

○建築関係建設コンサルタント業務A

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1262
町外
1412
町外
1016

1352
町外
1037
町外
1351
町外
1230
町外
1148

○＝大業種

住所

総合計画機構

ミズカミ タカシ 〒 5400012 大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22
号
代表取締役 水上 貴之
072-465-1367
072-465-1368
ソウゴウソクリョウセッケイ
有限会社 総合測量設計
スミノ ヒロシ 〒 5980046 大阪府泉佐野市羽倉崎1-1-6 キタデ
ビル203
代表取締役 角野 浩史
06-6372-0567
06-6372-0715
ソウゴウチョウサセッケイ
総合調査設計 株式会社
シオミ ミツオ 〒 5300012 大阪府大阪市北区芝田一丁目10番10
号
代表取締役 塩見 光男
072-224-3532
072-224-3257
ソウゴウミズケンキュウショ
株式会社 総合水研究所
マチダ ヒロミ 〒 5900984 大阪府堺市堺区神南辺町1丁4番地6
代表取締役 待田 裕美
072-490-2066
072-490-2067
ソウゴセッケイジムショ
株式会社 相互設計事務所 大阪営業所
トダ ヒロヒト 〒 5980034 大阪府泉佐野市長滝1642番地
所長 戸田 弘人
06-6373-2281
06-6371-4261
ソウセイセッケイ

株式会社
町外

業種

06-4390-5101
06-4390-5600
○土木関係建設コンサルタント業務A
ソウゴウカンキョウケイカク
株式会社 総合環境計画 大阪支社
アカイ ヒロシ 〒 5500012 大阪府大阪市西区立売堀一丁目3番13
号
取締役支社長 赤井 裕
06-6563-9531
06-6563-9532
○補償関係コンサルタント業務B
ソウゴウカンテイチョウサ
株式会社 総合鑑定調査 大阪支店
オクタニ マコト 〒 5560016 大阪府大阪市浪速区元町二丁目8番4
号
支店長 奥谷 誠
06-6942-1877
06-6942-2447
○土木関係建設コンサルタント業務B
ソウゴウケイカクキコウ
株式会社

町外

郵便番号

FAX

双星設計
ナカムラ

代表取締役 中村

タケシ 〒 5310072 大阪府大阪市北区豊崎2丁目7番5号

武嗣

○測量C

○土木関係建設コンサルタント業務B

○その他

○土木関係建設コンサルタント業務B

○建築関係建設コンサルタント業務A

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1137
町外
1428
町外
1382

1257
町外
1067
町外
1095
町外
1201
町外
1098

○＝大業種

072-485-1533

○建築関係建設コンサルタント業務B

住所

072-485-2256

ススム 〒 5900505 大阪府泉南市信達大苗代689番地の1

ソレイユ

大阪支店

ナカヤマ ナオキ 〒 5320002 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目13番
3号
支店長 中山 尚紀
06-6202-8655
06-6202-8656
タイヨウエンジニアリング
太洋エンジニアリング 株式会社 大阪本社
ナカノ コウジ 〒 5410048 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目3番10
号
本部長 中野 晃治
06-6809-5996
06-6809-5997
タウセッケイジムショ
株式会社 ＴＡＵ設計事務所
ニシムラ キヨノリ 〒 5400012 大阪府大阪市中央区谷町1丁目4番2号
大阪オルガンビル504
代表取締役 西村 京宗
06-6344-0540
06-6344-0605
タカダ
株式会社 タカダ
ヒラマツ ケイイチ 〒 5300001 大阪府大阪市北区梅田一丁目2-2-120
0号
代表取締役 平松 圭一
072-226-1184
タカハシケンチクセッケイジムショ 072-226-1185
株式会社 髙橋建築設計事務所
タカハシ コウジ 〒 5900076 大阪府堺市堺区北瓦町2丁3番22号
代表取締役 髙橋 幸治
06-6393-7277
06-6393-7276
タクミセッケイ

株式会社
町外

業種

代表取締役 鶴田 進
06-6532-2058
06-6532-1048
○建築関係建設コンサルタント業務A
ソウワギジュツケンキュウショ
株式会社 相和技術研究所 関西支社
ヒラノ ナオヒト 〒 5500015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目3番27
-108号
支社長 平野 直人
06-6152-8646
06-6152-8647
○補償関係コンサルタント業務B
ソレイユ
株式会社

町外

郵便番号

ソウトセッケイ
株式会社 創都設計
ツルタ

FAX

匠設計
ナガムネ

代表取締役 長棟

修

オサム 〒 5320003 大阪府大阪市淀川区宮原5-1-28

○土木関係建設コンサルタント業務A

○建築関係建設コンサルタント業務C

○補償関係コンサルタント業務B

○建築関係建設コンサルタント業務B

○建築関係建設コンサルタント業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1291
町外
1097
町外
1131
町外
1284
町外
1355
町外
1018

郵便番号

株式会社

町外
1007

○＝大業種

住所
○補償関係コンサルタント業務C

○建築関係建設コンサルタント業務C

○補償関係コンサルタント業務A

○建築関係建設コンサルタント業務B

○土木関係建設コンサルタント業務A

○測量C

タマヤ測量
オオジヤ

ケイイチ

〒 5980006 大阪府泉佐野市市場西一丁目1番19号

代表取締役 王子谷 慶一
06-6976-4503
06-6976-4502
○土木関係建設コンサルタント業務B
ダイイチギジュツコンサルタント
株式会社 第一技術コンサルタント
イワサキ キタロウ 〒 5370025 大阪府大阪市東成区中道3丁目15番16
号
代表取締役 岩崎 喜太郎
06-6353-3051
06-6353-3561
○土木関係建設コンサルタント業務B
ダイイチケンセツセッケイ
第一建設設計

町外

業種

06-6940-7586
06-6940-7587
タチイリフドウサンカンテイショ
株式会社 立入不動産鑑定所
タチイリ ケンイチロウ
〒 5500002 大阪府大阪市西区江戸堀1-18-12
代表取締役 立入 健一郎
072-485-1136
072-485-1005
タニケンチクセッケイジムショ
谷建築設計事務所
タニ ケイイチ 〒 5900521 大阪府泉南市樽井2丁目16-10
管理建築士 谷 敬一
06-6208-3500
06-6208-3591
タニザワソウゴウカンテイショ
株式会社 谷澤総合鑑定所
オカムラ ヒデキ 〒 5300005 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号
代表取締役 岡村 秀樹
072-422-0100
072-422-0020
タニワキケンチクジムショ
株式会社 谷脇建築事務所
タニワキ ヒロユキ 〒 5960078 大阪府岸和田市南上町2丁目24番13号
代表取締役 谷脇 廣行
06-4706-5511
06-4706-5512
タマノソウゴウコンサルタント
玉野総合コンサルタント 株式会社 大阪支店
ムラクモ ヨシキ 〒 5410041 大阪府大阪市中央区北浜二丁目6番26
号
支店長 村雲 由喜
072-463-2900
072-463-4166
タマヤソクリョウ

町外
1085

FAX

株式会社
イノウエ

代表取締役 井上

シゲユキ

茂之

〒 5310061 大阪府大阪市北区長柄西1-3-19
一天六ビル

第

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1189
町外
1196
町外
1307
町外

郵便番号

ダイイチセッケイカンリ
第一設計監理 株式会社
フクナガ

FAX

業種

06-6152-8434

○土木関係建設コンサルタント業務A

住所

06-6152-8433
大阪支店

シゲト 〒 5320003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番45

支店長 福永 茂門
ダイイチフッケン
第一復建 株式会社 大阪支社

号

新大阪八千代ビル7階

06-6394-8821

06-6394-8844

○土木関係建設コンサルタント業務A

〒 5320004 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目4番1
3号
執行役員支社長 西川 武宏
06-6920-6600
06-6920-6601
○土木関係建設コンサルタント業務B
ダイケンギジュツコンサルタンツ
株式会社 大建技術コンサルタンツ
フクダ テツヤ 〒 5400024 大阪府大阪市中央区南新町1-3-10
ニシカワ

タケヒロ

代表取締役 福田 哲也
06-6449-6802
06-6449-6829
1295
ダイケンセッケイ
株式会社 大建設計 大阪事務所
マエダ ユキヒロ 〒 5500003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目13番20
町外
号
取締役執行役員大阪事務所長 前田 幸宏
06-6681-8841
06-6681-7288
1029
ダイシンセッケイ
ダイシン設計 株式会社
ヨシモト ヒロシ 〒 5590017 大阪府大阪市住之江区中加賀屋三丁
町外
目10番13号
代表取締役 芳本 浩
06-6762-1265
06-6762-1263
1063
ダイドウコンサルタンツ
株式会社 大同コンサルタンツ
マツバラ トオル 〒 5430001 大阪府大阪市天王寺区上本町3丁目5
町外
番15号
代表取締役 松原 徹
06-6838-1355
06-6838-1356
1168
ダイニチコンサルタント
大日コンサルタント 株式会社 大阪支社
カメヤマ オサム 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島5-12-8
町外
執行役員支社長 亀山 治
06-6121-5501
06-6121-5753
1364
ダイニッポンコンサルタント
大日本コンサルタント

町外

○＝大業種

株式会社 大阪支社
ハラダ マサヒコ 〒 5410058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目
1番8号
執行役員支社長 原田 政彦

○建築関係建設コンサルタント業務A

○土木関係建設コンサルタント業務B

○測量C

○土木関係建設コンサルタント業務A

○土木関係建設コンサルタント業務A

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1031
町外
1339
町外
1178
町外
1069
町外
1338

郵便番号

○土木関係建設コンサルタント業務C

1083
町外

06-6110-5446

○補償関係コンサルタント業務A

○建築関係建設コンサルタント業務A

○土木関係建設コンサルタント業務B

地域環境システム研究所
ハタマ シンヤ 〒 5310072 大阪府大阪市北区豊崎三丁目10番2号
慎哉

チイキケイカクケンチクケンキュウショ 06-6205-3600

株式会社

町外

住所

チイキカンキョウシステムケンキュウショ 06-6110-5445

代表取締役 畑間

1330

○＝大業種

○土木関係建設コンサルタント業務A

株式会社

町外

業種

06-6339-9141
06-6339-9350
ダイヤコンサルタント
株式会社 ダイヤコンサルタント 関西支社
ホソノ タカヤス 〒 5640063 大阪府吹田市江坂町1丁目9番21号
支社長 細野 高康
06-6536-0600
06-6536-7744
ダイワフドウサンカンテイ
大和不動産鑑定 株式会社
ワタナベ シゲオ 〒 5500005 大阪府大阪市西区西本町1丁目4番1号
代表取締役 渡邊 茂雄
072-444-1605
072-443-1138
ダンケンチクケイカクジムショ
株式会社 壇建築計画事務所
キタノ ケンタロウ 〒 5960044 大阪府岸和田市西之内町27番5号
代表取締役 北野 健太郎
072-684-3182
072-684-3184
チイキカンキョウケイカク
株式会社 地域環境計画 大阪支社
カミサキ サトシ 〒 5691123 大阪府高槻市芥川町1-15-18 ミドリ
芥川ビル
大阪支社長 上﨑 聰敏

町外
1197

FAX

地域計画建築研究所
ナカツカ

コウイチ

○土木関係建設コンサルタント業務A

大阪事務所

ハジメ 〒 5410042 大阪府大阪市中央区今橋3-1-7

大阪事務所長 中塚 一
チイキケイザイケンキュウショ
株式会社 地域経済研究所
イノウエ

06-6205-3601
日本

生命今橋ビル

06-6314-6300

06-6314-6301

○補償関係コンサルタント業務C

〒 5400033 大阪府大阪市中央区石町一丁目1番1
号 天満橋千代田ビル2号館5階

代表取締役 井上 浩一
06-6945-7566
06-6945-7595
チキュウゴウ
株式会社 地球号
ナカミ サトシ 〒 5400031 大阪府大阪市中央区北浜東6番6号
代表取締役 中見 哲

○土木関係建設コンサルタント業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1065
町外
1015
町外
1183
町外
1108
町外
1082

郵便番号

FAX

取締役 足立 智司
06-4706-2541
06-4706-2540
チュウオウコンサルタンツ
中央コンサルタンツ 株式会社 大阪支店
イシイ サトル 〒 5410042 大阪府大阪市中央区今橋四丁目1番1
号
執行役員支店長 石井 悟
06-6479-2118
チュウオウセッケイギジュツケンキュウショ 06-6479-2117
株式会社

中央設計技術研究所
フクシマ

コウゾウ

○＝大業種

住所

06-6131-3551
06-6131-3552
チチュウエンジニアリング
地中エンジニアリング 株式会社 大阪営業所
アワジ クニヒロ 〒 5300047 大阪府大阪市北区西天満3-13-18
所長 淡路 国浩
06-6386-3691
06-6386-5082
チュウオウカイハツ
中央開発 株式会社 関西支社
ツカハラ ジュン 〒 5640062 大阪府吹田市垂水町3丁目34番12号
支社長 束原 純
06-6889-0015
06-6889-0017
チュウオウクリエイト
株式会社 中央クリエイト 関西支店
アダチ トモシ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島1-15-2

町外

業種

○地質調査業務C

○土木関係建設コンサルタント業務A

○補償関係コンサルタント業務B

○土木関係建設コンサルタント業務A

○土木関係建設コンサルタント業務A

関西事務所
〒 5300005 大阪府大阪市北区中之島三丁目2番18
号 住友中之島ビル13階

所長 福島 幸三
06-6160-1239
○土木関係建設コンサルタント業務A
チュウオウフッケンコンサルタンツ 06-6160-1139
中央復建コンサルタンツ 株式会社
ノウカ ミノル 〒 5330033 大阪府大阪市東淀川区東中島四丁目1
町外
1番10号
常務取締役業務推進本部長 苗加 稔

1348

1312
町外
1060

06-6779-5307
チュウガイセッケイコンサルタント 06-6772-5958
株式会社 中外設計コンサルタント
トモナガ ツネオ 〒 5430071 大阪府大阪市天王寺区生玉町2番3号
代表取締役 友永 恒夫
06-4965-0022
06-4965-0023
チュウガイテクノス
中外テクノス

町外

株式会社

関西支社
ササグチ ヒデイチ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番5
号
支社長 笹口 秀一

○土木関係建設コンサルタント業務C

○土木関係建設コンサルタント業務A

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1002

町外
1266
町外
1211
町外
1371
町外
1141

ナラサキ

所長 奈良崎

1388
町外

テスク
株式会社

○＝大業種

○土木関係建設コンサルタント業務A

大阪支社

帝人エコ・サイエンス

町外

06-6541-5485

モトヒロ

〒 5500013 大阪府大阪市西区新町二丁目20番6号

支社長 是澤 元博
06-6541-5501
06-6541-5502
チョウダイテック
株式会社 長大テック 大阪支店
マツモト シゲアツ 〒 5500013 大阪府大阪市西区新町2-20-6
支店長 松本 成敦
06-6391-5071
06-6391-7444
ツジイケンチクセッケイジムショ
株式会社 辻井建築設計事務所
ツジイ ショウゴ 〒 5320003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4番2-5
17号
代表取締役 辻井 将吾
072-463-2500
072-463-2529
ツチヤソウゴウセッケイ
株式会社 土屋総合設計
ツチヤ ヒデヒト 〒 5980063 大阪府泉佐野市湊4丁目5番22号
代表取締役 土屋 英仁
06-6453-0970
06-6453-0989
テイコクコンサルタント
株式会社 帝国コンサルタント 関西支社
タカハシ シゲオ 〒 5310076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目4番16
号
取締役支社長 高橋 茂夫
072-646-5106
072-636-6274
テイジンエコサイエンス

町外
1190

業種

住所

06-6541-5793

コレサワ

町外
1287

郵便番号

チョウダイ
株式会社 長大

FAX

株式会社 関西事業所
ヒロミ 〒 5670837 大阪府茨木市南目垣一丁目4番1号
浩美
072-981-0015
072-981-0055

○土木関係建設コンサルタント業務A

○建築関係建設コンサルタント業務B

○建築関係建設コンサルタント業務B

○土木関係建設コンサルタント業務A

○土木関係建設コンサルタント業務A

○土木関係建設コンサルタント業務C

テスク
サカグチ

ヒロヒコ

〒 5798047 大阪府東大阪市桜町2番3号

代表取締役 阪口 裕彦
06-4305-6174
06-4305-6176
データギケン
株式会社 データ技研 大阪支店
タケノ ヒデキ 〒 5430001 大阪府大阪市天王寺区上本町6-9-10
大阪支店長 武野 英紀

○土木関係建設コンサルタント業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1011
町外
1251
町外
1373

1071
町外
1314
町外
1324

1414
町外
1268
町外

○＝大業種

○土木関係建設コンサルタント業務A

○地質調査業務B

○補償関係コンサルタント業務C

東亜立地鑑定

〒 5410057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目
1番2号
代表取締役 山際 智裕
06-6398-1301
06-6398-1308
○土木関係建設コンサルタント業務A
トウキョウセッケイジムショ
株式会社 東京設計事務所 関西支社
コダマ タクロウ 〒 5320004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-29
テラサキ第2ビル
執行役員支社長 児玉 琢郎
ヤマギワ

トモヒロ

06-6384-5321
06-6386-1244
トウキョウソイルリサーチ
株式会社 東京ソイルリサーチ 関西支店
ヒノ ヒロユキ 〒 5640062 大阪府吹田市垂水町3丁目27番10号
支店長 日野 浩之
072-265-2651
072-263-7434
トウケンジオテック
株式会社

町外

業種

住所

06-6316-1491
06-6316-0127
トーニチコンサルタント
株式会社 トーニチコンサルタント 西日本支社
ヨコイ テルアキ 〒 5300028 大阪府大阪市北区万歳町3番20号
専務取締役支社長 横井 輝明
06-6779-3151
06-6779-3172
トウアケンソク
東亜建測 株式会社 大阪支店
タナカ タイスケ 〒 5430044 大阪府大阪市天王寺区国分町17番15
号
大阪支店長 田中 泰輔
06-4964-1607
06-4964-1608
トウアリッチカンテイ
株式会社

町外

郵便番号

FAX

東建ジオテック
フジイ

○地質調査業務A

○地質調査業務A

大阪支店

ケイスケ 〒 5938321 大阪府堺市西区宮下町12番19号

支店長 藤井 圭介
072-464-6194
072-463-5702
トウゲケンチクセッケイジムショ
峠建築設計事務所
トウゲ カズオ 〒 5980072 大阪府泉佐野市泉ケ丘4-14-37
代表者 峠 一雄
06-6541-7782
06-6541-7722
トウコウコンサルタンツ
株式会社 東光コンサルタンツ 大阪支店
シマノ ヒサユキ 〒 5500005 大阪府大阪市西区西本町1丁目3番15
号
支店長 島野 久幸

○建築関係建設コンサルタント業務C

○土木関係建設コンサルタント業務A

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1041
町外
1051
町外
1099

郵便番号

FAX

業種

○＝大業種

住所

06-6647-5115
06-6647-5116
○土木関係建設コンサルタント業務B
トウニチセッケイコンサルタント
東日設計コンサルタント 株式会社 大阪営業所
ウ サンチョル 〒 5560013 大阪府大阪市浪速区戎本町1-9-21-50
1
所長 禹 相哲
06-6202-0391
06-6223-1474
○建築関係建設コンサルタント業務A
トウハタケンチクジムショ
株式会社 東畑建築事務所 大阪事務所
ヨネイ ユタカ 〒 5410043 大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目6番
10号
専務取締役所長 米井 寛
06-6567-2690
06-6567-2790
○土木関係建設コンサルタント業務B
トウホウギジュツコンサルタント
株式会社

町外
1135

東峯技術コンサルタント
コウノ タカフミ 〒 5560021 大阪府大阪市浪速区幸町1丁目2番21
号
代表取締役 河野 隆章
06-6886-1081
06-6886-1080
トウヨウギケンコンサルタント

○土木関係建設コンサルタント業務A

東洋技研コンサルタント

町外
1213

株式会社
〒 5320025 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目14番
11号
代表取締役社長 宮﨑 平和
072-245-5013
072-245-0826
○地質調査業務C
トウヨウケンサコウギョウ
ミヤザキ

東洋検査工業

1181

マツモト

フクナガ

支店長 福永

町外

タキミツ

代表取締役 松本 瀧光
トウワテクノロジー
株式会社 東和テクノロジー

町外
1055

大阪支店

キヨフミ 〒 5928333 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁7番7

取締役支店長 中根 聖文
トウワセッケイ
株式会社 藤和設計

町外
1157

株式会社
ナカネ

町外

ヒラカズ

トクオ
株式会社

カズヒロ

号

06-6266-3424

06-6309-3300

06-6309-3399

○土木関係建設コンサルタント業務B

関西支店
〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9-16

和弘
06-6307-1091

大阪事務所

タカバ

所長 高場

○建築関係建設コンサルタント業務B

〒 5410051 大阪府大阪市中央区備後町1-4-8

06-6307-1090
トクオ

06-6266-3423

ヒデトシ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9番1

英寿

号

新大阪花村ビル602

○建築関係建設コンサルタント業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1193

トクオカ

町外
1091
町外
1169
町外
1240
町外

郵便番号

06-6499-2223

○建築関係建設コンサルタント業務A

06-6636-2811

06-6636-6555

番30号
代表取締役社長 中原 聡
06-4963-2056
06-4963-2087
○土木関係建設コンサルタント業務A
トシギジュツセンター
一般財団法人 都市技術センター
ニシオ マコト 〒 5410055 大阪府大阪市中央区船場中央二丁目2
番5-206号
理事長 西尾 誠
06-6541-0958
06-6541-0923
○土木関係建設コンサルタント業務B
トシクウカンケンキュウショ
株式会社 都市空間研究所 大阪本社
マツヤマ シゲル 〒 5500005 大阪府大阪市西区西本町1丁目9番18
号
代表取締役 松山 茂

06-6358-6081
トシケイカクセッケイケンキュウショ 06-6351-2756
株式会社 都市・計画・設計研究所 大阪事務所
ワタナベ ヒサシ 〒 5300043 大阪府大阪市北区天満4丁目3番5号
町外
中之島岡田ビル
取締役大阪事務所長 渡邊 寿之
06-6538-2080
06-6538-2130
1299
トシケンチクジムショ
株式会社

1405

○建築関係建設コンサルタント業務B

ヒロシ 〒 5500012 大阪府大阪市西区立売堀4-5-27

代表取締役 赤堀 博
06-6363-1393
○土木関係建設コンサルタント業務C
トシセッケイソウゴウケンキュウショ 06-6363-2676
株式会社 都市設計総合研究所
タナカ タダシ 〒 5300047 大阪府大阪市北区西天満五丁目9番11
号 総合西天満ビル
代表取締役 田中 正
06-6355-3251
○土木関係建設コンサルタント業務C
トシチイキプランナーズアソシエイツ 06-6355-3250
株式会社

町外

○土木関係建設コンサルタント業務B

トシ建築事務所
アカホリ

町外

町外

○建築関係建設コンサルタント業務A

サトル 〒 5560003 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目14

1228

1350

○＝大業種

コウジ 〒 5300047 大阪府大阪市北区西天満6-3-11-205

代表取締役 徳岡 浩二
トシカンキョウセッケイ
株式会社 都市環境設計
ナカハラ

業種

住所

06-6499-0701

トクオカセッケイ
株式会社 徳岡設計

FAX

都市・地域プランナーズアソシエイツ
カワモト シゲキ 〒 5300044 大阪府大阪市北区東天満1丁目9番10
号 大阪塗料ビル2階
代表取締役 河本 茂樹

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1120
町外
1395
町外
1147
町外
1114
町外
1176
町外
1127
町外
1153
町外
1166
町外

郵便番号

業種

○＝大業種

06-6464-0154

○補償関係コンサルタント業務C

住所

06-6466-1865

トシチョウサセッケイ
株式会社 都市調査設計

FAX

ヨシハル 〒 5530006 大阪府大阪市福島区吉野4丁目10番22

ツネキ

代表取締役 常木 義治
トリセツビケイカク
株式会社 トリ設備計画
ニシムラ

号

06-6262-0278

06-6262-5580

○建築関係建設コンサルタント業務B

アキオ 〒 5420081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目7番1

4号 大阪写真会館
代表取締役 西村 昭雄
072-634-6373
072-634-6374
ドシツコンサル
土質コンサル 株式会社 大阪事務所
サトウ ヨシアキ 〒 5670895 大阪府茨木市玉櫛二丁目18番3号

○地質調査業務C

所長 佐藤 美明
06-6221-3081
06-6221-3083
○土木関係建設コンサルタント業務A
ナイガイエンジニアリング
内外エンジニアリング 株式会社 大阪支社
サカタ ヒロユキ 〒 5410043 大阪府大阪市中央区高麗橋1-6-10
取締役大阪支社長 坂田 宏之
06-6105-8200
06-6105-8201
○測量C
ナイガイソクギ
株式会社 内外測技 阪神営業所
タカハシ ヒロシ 〒 5650811 大阪府吹田市千里丘上34-7-10
所長 高橋 紘
06-6203-7110
06-6203-7122
○建築関係建設コンサルタント業務A
ナイトウケンチクジムショ
株式会社 内藤建築事務所 大阪事務所
ナミエ アキヒロ 〒 5410045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目4番6
号 ミフネ道修町ビル
所長 浪江 明弘
06-6223-5850

ナイトウセッケイ
株式会社 内藤設計
フジワラ

ヨシヒロ

代表取締役 藤原 義弘
ナカオケンチクジムショ
株式会社 中尾建築事務所
ナカオ

代表取締役 中尾

06-6223-5851

〒 5410042 大阪府大阪市中央区今橋二丁目2番11
号
072-462-6401

072-462-6311

ヨシヒサ 〒 5980005 大阪府泉佐野市市場東2丁目298-2

嘉久

○建築関係建設コンサルタント業務B

○建築関係建設コンサルタント業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1393
町外
1009
町外
1175
町外
1310
町外
1271
町外
1356

町外
1378

支店長 小野 修一
ナカモトケンチクジムショ
中本建築事務所

○＝大業種

住所

072-483-5675

072-483-4151

○建築関係建設コンサルタント業務C

〒 5900521 大阪府泉南市樽井3丁目21番22号 第
2月富士住宅105号
代表者 中本 隆之
072-488-2737
072-488-2738
○測量B
ナカヤマソウゴウコンサルタント
株式会社 中山綜合コンサルタント 大阪支店
ウエノ ケンジ 〒 5990301 大阪府泉南郡岬町淡輪4840番地の2
ナカモト

タカユキ

支店長 上野 健次
072-485-3606
ナカヤマソクリョウセッケイジムショ 072-471-7337
株式会社 中山測量設計事務所
ナカヤマ タケヒコ 〒 5990216 大阪府阪南市緑ケ丘二丁目8番23号
代表取締役 中山 武彦
ナックソクリョウ
ナック測量 株式会社
ニシウエ

072-432-3322

072-432-3131

株式会社

○測量C

○測量C

タダシ 〒 5970062 大阪府貝塚市澤470番地13

代表取締役 西上 忠史
072-623-3695
072-626-7649
ナニワギケンコンサルタント
株式会社 浪速技研コンサルタント
アオキ ヒロアキ 〒 5670041 大阪府茨木市下穂積1丁目2番29号
代表取締役 青木 寛章
06-6632-9750
06-6632-9751
ナンカイカツマ
南海カツマ

町外

業種

06-4794-7724
○土木関係建設コンサルタント業務A
ナカニホンケンセツコンサルタント 06-4794-7001
中日本建設コンサルタント 株式会社 大阪事務所
ヒラノ タダシ 〒 5400026 大阪府大阪市中央区内本町一丁目3番
5号
大阪事務所長 平野 忠
072-993-7200
072-928-6350
○測量A
ナカニホンコウクウ
中日本航空 株式会社 大阪支店
オノ シュウイチ 〒 5810043 大阪府八尾市空港2丁目12番地

町外
1026

郵便番号

FAX

関西支社
アズマ マサヨシ 〒 5560011 大阪府大阪市浪速区難波中三丁目9番
1号
取締役支社長 東 正嘉

○土木関係建設コンサルタント業務A

○土木関係建設コンサルタント業務A

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名
業者区分 代表者名
1418
町外
1309
町外
1113
町外
1215

TEL
郵便番号

FAX

業種

○＝大業種

住所

06-6584-7301
06-6584-8038
ナンバフドウサンカンテイ
株式会社 難波不動産鑑定
ナンバ サトミ 〒 5500027 大阪府大阪市西区九条1丁目6番23号
代表取締役 難波 里美
072-447-7311
072-447-7322
ニシサカソクリョウジムショ
西坂測量事務所
ニシサカ カズヒコ 〒 5970105 大阪府貝塚市三ツ松292番地1
代表者 西坂 和彦
06-6944-0781
ニシニホンギジュツコンサルタント 06-6944-0550
株式会社 西日本技術コンサルタント 大阪営業所
ナカオ ヨウジ 〒 5400021 大阪府大阪市中央区大手通2丁目2番1
3号
所長 中尾 要司
06-6966-0855
06-6966-0881
ニシニホンケンギ

○補償関係コンサルタント業務C

○測量C

○土木関係建設コンサルタント業務A

○土木関係建設コンサルタント業務B

株式会社
町外
1129
町外
1242
町外
1305
町外
1224
町外

西日本建技
キラ タダユキ 〒 5400026 大阪府大阪市中央区内本町二丁目1番
13号
代表取締役 吉良 忠行
06-6772-9161
06-6772-9165
○土木関係建設コンサルタント業務B
ニシニホンセッケイ
株式会社 西日本設計
タメクニ アサオ 〒 5430045 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目5
番14号
代表取締役 為國 朝雄
072-956-5636
072-956-6876
○土木関係建設コンサルタント業務B
ニシハタソクリョウセッケイ
西畑測量設計 株式会社 大阪南事務所
ヒガシムラ マサヨシ 〒 5830865 大阪府羽曳野市羽曳が丘西5丁目7番3
0号
所長 東村 正義
ニチレキ
ニチレキ

06-6392-0051

06-6391-2615

○土木関係建設コンサルタント業務A

株式会社 大阪営業所
カミヤマ ケイ 〒 5320033 大阪府大阪市淀川区新高2-5-35

所長 上山 啓
06-6586-1123
06-6586-1127
○土木関係建設コンサルタント業務B
ニッカエンジニアリング
日化エンジニアリング 株式会社
ニコシ フミヒコ 〒 5520001 大阪府大阪市港区波除三丁目12番4号
代表取締役社長 二越 文彦

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1164
町外
1252
町外
1092

1227
町外
1093
町外
1247
町外
1152
町外
1286
町外

業種

○＝大業種

住所

06-6766-3900
06-6766-3910
○土木関係建設コンサルタント業務A
ニッケンギジュツコンサルタント
株式会社 日建技術コンサルタント
ヤマグチ ノブアキ 〒 5420012 大阪府大阪市中央区谷町六丁目4番3
号
代表取締役社長 山口 伸明
06-6229-6399
06-6229-3381
○土木関係建設コンサルタント業務A
ニッケンセッケイシビル
株式会社 日建設計シビル
タムラ アキノリ 〒 5418528 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目6番
2号
代表取締役社長 田村 彰教
06-6766-6801
06-6766-6802
○測量B
ニッコウコンサルタント
株式会社

町外

郵便番号

FAX

日航コンサルタント

大阪支社
アイス トモユキ 〒 5430001 大阪府大阪市天王寺区上本町3-2-15

支社長 愛須 友行
06-6944-0669
06-6944-3414
○土木関係建設コンサルタント業務A
ニッサンギジュツコンサルタント
株式会社 日産技術コンサルタント
ミヤワキ ヨシフミ 〒 5400008 大阪府大阪市中央区大手前一丁目2番
15号
代表取締役 宮脇 佳史
072-864-1317
ニッショウギジュツコンサルタント 072-864-1316
株式会社 日照技術コンサルタント 大阪支店
ウダガワ ミノル 〒 5731146 大阪府枚方市牧野阪1丁目22-1
大阪支店長 宇田川
ニッショウセッケイ
株式会社 日匠設計

稔
072-331-3857

072-334-5931

コウイチ 〒 5800043 大阪府松原市阿保1丁目3-12

サワダ

代表取締役 澤田 耕一
ニッスイコン
株式会社 日水コン 大阪支所
タキザワ

ショウダ

○建築関係建設コンサルタント業務B
塩野ビ

ル

06-6339-7300

06-6385-3910

○土木関係建設コンサルタント業務A

シゲル 〒 5640063 大阪府吹田市江坂町1丁目23番101号

支所長 滝澤 茂
ニッソウケン
株式会社 日総建 大阪事務所
所長 正田

○土木関係建設コンサルタント業務B

（大同生命江坂ビル）

06-6264-5550

06-6264-5558

タダシ 〒 5410059 大阪府大阪市中央区博労町2丁目1番1

忠士

3号

○建築関係建設コンサルタント業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1146
町外
1327
町外
1402

郵便番号

フジサワ

タキタニ

カツユキ

支社長 瀧谷 克幸
ニホンギジュツサービス
日本技術サービス 株式会社
トリイ ソウシ

町外

所長 鳥井 総司
ニホンコウエイ
日本工営 株式会社 大阪支店
支店長 山手

3号

御堂筋MTRビル5階

06-6266-8421

06-6266-8431

○土木関係建設コンサルタント業務A

関西支社
〒 5420081 大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番
2号
06-4702-3810

06-4702-3811

○土木関係建設コンサルタント業務A

大阪事務所
〒 5590016 大阪府大阪市住之江区西加賀屋3-1-1
4
06-7177-9500

06-6311-2321

○土木関係建設コンサルタント業務A

ヒロユキ 〒 5300047 大阪府大阪市北区西天満1丁目2番5号

ヤマテ

町外
1070

住所

ケンジ 〒 5410047 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目6番

大阪本部長 藤澤 研二
ニホンキショウキョウカイ
一般財団法人 日本気象協会

町外

1336

○＝大業種

株式会社

町外

1014

業種

06-6479-3520
06-6479-3523
○土木関係建設コンサルタント業務A
ニッポンコウツウギジュツ
日本交通技術 株式会社 大阪支店
クリハラ ジュン 〒 5500004 大阪府大阪市西区靱本町一丁目4番2
号（プライム本町ビルディング）
大阪支店長 栗原 潤
06-4790-9811
06-4790-9812
○土木関係建設コンサルタント業務A
ニホンカイコンサルタント
株式会社 日本海コンサルタント 関西支店
ハシモト コウイチ 〒 5400024 大阪府大阪市中央区南新町1丁目1番1
号
常務取締役支店長 橋本 浩一
06-6223-7041
06-6223-7941
○建築関係建設コンサルタント業務A
ニホンカンザイ
日本管財

1298

FAX

弘之

ニホンショウボウセツビアンゼンセンター 06-6244-2433

06-6244-2435

一般財団法人
町外
1357

日本消防設備安全センター 大阪支所
エイイチ 〒 5420081 大阪府大阪市中央区南船場三丁目11
番18号
支所長 杉本 栄一
072-484-8400
072-484-8401
ニホンシンコウ

○土木関係建設コンサルタント業務C

スギモト

日本振興
町外

株式会社
ダテ タモン

代表取締役 伊達

多聞

〒 5900535 大阪府泉南市りんくう南浜3番地2

○土木関係建設コンサルタント業務A

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1278

ホンミョウ

町外
1195
町外
1204
町外
1088

郵便番号

業種

○＝大業種

06-6243-3081

○土木関係建設コンサルタント業務A

住所

06-6243-3131

ニホンスイコウセッケイ
日本水工設計 株式会社

FAX

大阪支社
〒 5420081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目9番8
号

ハジメ

取締役支社長 本名 元
06-6364-6405
○建築関係建設コンサルタント業務B
ニホンセツビソウゴウケンキュウショ 06-6364-6404
株式会社 日本設備綜合研究所
オオエ シンイチ 〒 5300047 大阪府大阪市北区西天満5丁目1番9号
代表取締役社長 大江 愼一
06-6567-1718
06-6567-1338
ニホンソクチセッケイ
日本測地設計 株式会社 関西支店
ハラダ ケイイチ 〒 5560021 大阪府大阪市浪速区幸町二丁目7番3
号
支店長 原田 啓一
06-4304-0300
06-4304-0301
ニホントシギジュツ

○土木関係建設コンサルタント業務A

○土木関係建設コンサルタント業務A

日本都市技術
町外
1081

株式会社 関西支店
アオキ シンジ 〒 5420012 大阪府大阪市中央区谷町九丁目1番22
号
支店長 青木 慎二
06-6348-2010
06-6348-2014
○補償関係コンサルタント業務A
ニホンフドウサンケンキュウショ
一般財団法人

町外
1256
町外
1258
町外
1280
町外

日本不動産研究所 近畿支社
ヒョウエ 〒 5300003 大阪府大阪市北区堂島1丁目1番5号
支社長 小川 兵衛
06-6777-3517
06-6773-5488
ニホンブツリタンコウ
日本物理探鑛 株式会社 関西支店
カドタニ タカヒロ 〒 5430033 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝1丁目3
番24号
支店長 角谷 孝浩
オガワ

ニュージェック
株式会社 ニュージェック
ハマウエ

06-6374-4003

06-6374-5036

○土木関係建設コンサルタント業務A

大阪事務所

キミオ 〒 5310074 大阪府大阪市北区本庄東二丁目3番20

号
所長 濵上 公男
072-925-7860
072-925-7870
ノアギジュツコンサルタント
株式会社 ノア技術コンサルタント 大阪営業所
キタオ カツヤ 〒 5810072 大阪府八尾市久宝寺1丁目1番48号
所長 北尾

○地質調査業務A

克哉

○土木関係建設コンサルタント業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1142
町外
1408
町外
1006
町外
1222
町外
1320
町外
1000
町外
1200
町外
1296
町外

郵便番号

FAX

業種

○＝大業種

住所

072-298-1072
072-298-3431
ノジマソクリョウセッケイ
野嶋測量設計 株式会社
ノジマ シゲオ 〒 5900141 大阪府堺市南区桃山台1丁14番9号
代表取締役 野嶋 繁男
06-6233-5580
06-6233-5581
ハーヴェイ
ＨＡＲＶＥＹ 株式会社 大阪支店
ヤマダ ミツル 〒 5300005 大阪府大阪市北区中之島2-3-33

○測量C

○測量C

取締役支店長 山田 光
06-6305-3245
06-6305-1460
○土木関係建設コンサルタント業務A
ハッシュウ
株式会社 八州 関西支社
ハタ マサユキ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目11番
25号
支社長 畑 雅之
06-6227-0227
06-6227-0230
○補償関係コンサルタント業務B
ハマナギジュツコンサルタント
株式会社 浜名技術コンサルタント
クロダ ヤスヒロ 〒 5410045 大阪府大阪市中央区道修町2丁目2番6
号
代表取締役 黒田 泰弘
06-6351-6831

ハヤシセッケイジムショ
株式会社 林設計事務所

06-6351-6837

ヨシヒロ 〒 5300041 大阪府大阪市北区天神橋四丁目7番13

ウラタ

号
代表取締役 浦田 佳宏
06-6359-2781
ハンキュウセッケイコンサルタント 06-6359-2752
阪急設計コンサルタント 株式会社
ウエダ マサト 〒 5300012 大阪府大阪市北区芝田一丁目4番8号
代表取締役社長 上田 正人
ハンシンコンサルタンツ
株式会社 阪神コンサルタンツ
ヤナギダ

ハマグチ

06-6208-3301

06-6208-3311

○土木関係建設コンサルタント業務A

○土木関係建設コンサルタント業務A

大阪支店

マコト 〒 5410042 大阪府大阪市中央区今橋1丁目6番19

大阪支店長 柳田 誠
ハンシンソッケン
阪神測建 株式会社 大阪支店
取締役支店長 濱口

○建築関係建設コンサルタント業務A

ヨシヒロ

佳弘

号

06-6450-1580

06-6450-1581

〒 5530003 大阪府大阪市福島区福島五丁目13番1
8号

○土木関係建設コンサルタント業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1263
町外
1398
町外
1383
町外
1409

郵便番号

イヌブシ

業種

○＝大業種

06-6949-4953

○建築関係建設コンサルタント業務B

住所

06-6949-4951

ハンセッケイ
株式会社 汎設計

FAX

ジュン 〒 5400012 大阪府大阪市中央区谷町三丁目1番25

号
代表取締役 犬伏 淳
072-423-1398
072-423-1398
○測量C
ハンナンエンジニヤリング
阪南エンジニヤリング 株式会社
イケジリ トヨコ 〒 5970091 大阪府貝塚市二色2丁目6番1-510号
代表取締役 池尻 豊子
06-4708-5452
06-4708-5453
○補償関係コンサルタント業務C
ハンワアセットアドバイザーズ
阪和アセットアドバイザーズ 株式会社
ヤスマツヤ ヒロユキ 〒 5410054 大阪府大阪市中央区南本町2丁目1番1
号 本町サザンビル
代表取締役 安松谷 博之
06-4791-2880
06-4791-2888
○土木関係建設コンサルタント業務B
バウエンジニアリング
株式会社

町外
1094
町外
1057

バウエンジニアリング
ナカムラ ヒロユキ 〒 5400031 大阪府大阪市中央区北浜東4番33号
代表取締役 中村 洋行
06-4799-7400
06-4799-7401
パシフィックコンサルタンツ
パシフィックコンサルタンツ 株式会社 大阪本社
ヤマダ ミキヨ 〒 5300004 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目2番1
号
取締役本社長 山田 幹世
06-6630-1903
06-6630-1905
パスコ
株式会社

パスコ

支店長 深川
1375
町外
1340
町外

ヒヨシ
株式会社

タツヤ 〒 5560017 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号

竜哉
06-6881-5536

日吉

○測量A

大阪支店

フカガワ

町外

○土木関係建設コンサルタント業務A

06-6881-2739

○土木関係建設コンサルタント業務B

大阪営業所

キノシタ

ヒデキ 〒 5300043 大阪府大阪市北区天満2-2-21

ビル6F

ヒロ

営業所長 木下 秀輝
06-6264-2088
06-6264-2022
○土木関係建設コンサルタント業務B
ビームケイカクセッケイ
ビーム計画設計 株式会社 大阪事務所
オクダ シンリ 〒 5500013 大阪府大阪市西区新町一丁目2番13号
所長 奥田

真理

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1101
町外
1028
町外
1249
町外
1188
町外
1411
町外
1072
町外
1186
町外
1192

業種

○＝大業種

住所

06-6265-5516
06-6265-5517
○土木関係建設コンサルタント業務A
ピーエムコンサルタント
株式会社 ピーエムコンサルタント
ヤマシタ イクミ 〒 5410053 大阪府大阪市中央区本町1丁目7番7号
WAKITA堺筋本町ビル4階
代表取締役 山下 郁美
072-493-1011
072-493-1012
○測量C
フィールド
株式会社 フィールド
イッピツ カズヤ 〒 5960835 大阪府岸和田市流木町173番地
代表取締役 一筆 和也
072-809-4780
072-809-4781
フキアゲギケンコンサルタント
株式会社 吹上技研コンサルタント 大阪事務所
シノダ シュンスケ 〒 5731144 大阪府枚方市牧野本町1丁目3-3-103

○土木関係建設コンサルタント業務A

事務所長 篠田 俊介
06-6227-0890
06-6227-1176
○補償関係コンサルタント業務B
フクダソウゴウコンサルタント
福田総合コンサルタント 株式会社
フジハラ クニヒコ 〒 5410041 大阪府大阪市中央区北浜一丁目3番14
号
代表取締役 藤原 邦彦
06-6777-1703

フクモトセッケイ
株式会社 福本設計

06-6777-1725

大阪事務所
ヒロヤス 〒 5420012 大阪府大阪市中央区谷町9丁目1番22
号
所長 小寺 弘泰
072-627-0157
072-627-0154
フジカイハツコンサルタント
株式会社 富士開発コンサルタント
フジイ ヤスユキ 〒 5670811 大阪府茨木市上泉町1番20号

○建築関係建設コンサルタント業務A

コテラ

○測量B

代表取締役 藤井 康之
06-6391-0155
06-6397-0340
○建築関係建設コンサルタント業務A
フジタケンチクセッケイジムショ
株式会社 藤田建築設計事務所 大阪事務所
マツオ カズノブ 〒 5320002 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目27-1
支配人 松尾 一信
06-6305-6851
06-6305-6850
○土木関係建設コンサルタント業務B
フジチチュウジョウホウ
フジ地中情報

町外

郵便番号

FAX

株式会社
セキノ

支店長 関野

大阪支店

ユウイチ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目9番1

雄一

2号

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名

郵便番号

FAX

業種

○＝大業種

住所

06-6838-3271
06-6838-3282
○土木関係建設コンサルタント業務A
フッケンエンジニヤリング
株式会社 復建エンジニヤリング 大阪支社
ニガキ ヤスユキ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目20番
町外
9号
支社長 仁賀木 康之
06-6392-7200
06-6398-3780
○土木関係建設コンサルタント業務A
1385
フッケンチョウサセッケイ
復建調査設計 株式会社 大阪支社
ヤマネ テツノシン 〒 5320004 大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目4番
町外
13号
常務執行役員支社長 山根 哲之進
072-973-0721
072-971-7960
○土木関係建設コンサルタント業務B
1048
フニセッケイコンサルタント
1333

株式会社
町外
1261

不二設計コンサルタント
ウエダ カズオ 〒 5820016 大阪府柏原市安堂町1番29号
ル
代表取締役 植田 一男
06-6941-4911
06-6941-3588
ブヨウドウ
株式会社

町外
1401
町外
1012
町外
1076
町外
1043
町外

武揚堂

大清ビ
○測量B

大阪支店

ナカイシ

マサカズ

支店長 中石 正一
ブンカザイサービス
株式会社 文化財サービス
ヤマウチ

〒 5400026 大阪府大阪市中央区内本町一丁目2番
13号
06-6180-0600

06-6180-0600

○その他

大阪営業所

モトキ 〒 5360006 大阪府大阪市城東区野江1丁目12番19

号
営業所長 山内 基樹
06-6354-2386
06-6354-2382
○補償関係コンサルタント業務B
ヘイワアイティシー
株式会社 平和ＩＴＣ 大阪支店
ナカムラ ヒロユキ 〒 5300041 大阪府大阪市北区天神橋二丁目5番25
号
支店長 中村 浩行
072-805-6262
072-805-6265
○測量B
ヘイワソクリョウセッケイ
平和測量設計 株式会社
フジイ タメユキ 〒 5730018 大阪府枚方市桜丘町28番39-6号
代表取締役 藤井 為之
06-6373-9369
06-6373-9370
○土木関係建設コンサルタント業務B
ヘッズ
株式会社 ヘッズ
オオツカ モリヤス 〒 5300022 大阪府大阪市北区浪花町12番24号
代表取締役 大塚 守康

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1322
町外
1369
町外
1281
町外
1128
町外
1160
町外
1045
町外
1077
町外
1170

ポラリス
カズイ

代表取締役 数井

ヤスユキ 〒 5810013 大阪府八尾市山本町南4丁目1番3号

康幸

業種

○＝大業種

住所

072-439-9800
072-439-9880
ベルシオンケンチクジムショ
有限会社 ベルシオン建築事務所
オカノ シゲノリ 〒 5960006 大阪府岸和田市春木若松町13-27
代表取締役 岡野 茂則
06-6458-1231
06-6458-1221
ペンタフ
ペンタフ 株式会社
ゴトウ キヨシ 〒 5310076 大阪府大阪市北区大淀中1丁目7番10
号
代表取締役 後藤 淸
06-6336-0128
06-6336-4369
ホウコクエンジニアリング
報国エンジニアリング 株式会社
ツカモト エイ 〒 5610827 大阪府豊中市大黒町3丁目5番26号
代表取締役 塚本 英
072-632-8357
072-632-8638
ホクトエスイーシー
株式会社 北斗エス・イー・シー 大阪事務所
モミイ コウタロウ 〒 5670822 大阪府茨木市中村町1番37号
所長 籾井 幸太郎
072-634-1090
072-634-1249
ホクトエンジニアリング
株式会社 北斗エンジニアリング
ナカムラ ショウイチ 〒 5670868 大阪府茨木市沢良宜西2-17-48
代表取締役 中村 勝一
072-632-8302
072-632-8638
ホクトソクリョウセッケイ
株式会社 北斗測量設計
モミイ マコト 〒 5670822 大阪府茨木市中村町1番37号
代表取締役 籾井 実
072-922-9796
ホンダトチカオクチョウサシジムショ 072-922-9958
本田土地家屋調査士事務所
ホンダ マサル 〒 5810073 大阪府八尾市高町2番26号
代表者 本田 大
072-991-3636
072-991-3616
ポラリス
株式会社

町外

郵便番号

FAX

○建築関係建設コンサルタント業務C

○測量B

○地質調査業務B

○土木関係建設コンサルタント業務B

○測量B

○測量C

○補償関係コンサルタント業務C

○測量C

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1042
町外

郵便番号

マエダ

ヨウイチロウ

業種

06-6767-1009

○建築関係建設コンサルタント業務A

〒 5430011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町7-4
クレオドーレ清水谷

代表取締役 前田 陽一郎
06-6767-3121
06-6767-3122
1400
マスタニセッケイ
株式会社 桝谷設計 大阪事務所
テラシタ ヒロアキ 〒 5420064 大阪府大阪市中央区上汐2-2-12 市
町外
松ビル
取締役大阪事務所長 寺下 浩明
072-722-2008
072-722-2008
1208
マスダチシツコウギョウ
株式会社 増田地質工業 大阪事務所
イワブ トシアキ 〒 5620001 大阪府箕面市箕面8丁目11番52号
町外
1229
町外
1096
町外
1005
町外
1234
町外
1274
町外

所長 岩部 俊明
マセコンサルタント
株式会社 間瀬コンサルタント
ニシジマ

○＝大業種

住所

06-6767-0708

マエダトシセッケイ
株式会社 前田都市設計

FAX

06-6385-0891

06-6385-0892

○建築関係建設コンサルタント業務B

○地質調査業務B

○土木関係建設コンサルタント業務A

大阪支店

フミオ 〒 5640063 大阪府吹田市江坂町1-12-10

取締役支店長 西島 文朗
072-482-0247
072-482-0687
マチヤケンチクセッケイジムショ
株式会社 町谷建築設計事務所
マチヤ ミツル 〒 5900521 大阪府泉南市樽井2丁目22番10号
代表取締役 町谷 満
06-6536-3701
06-6536-3717
マツダヒラタセッケイ
株式会社 松田平田設計 大阪事務所
カミムラ ススム 〒 5500005 大阪府大阪市西区西本町1-4-1
常務執行役員所長 上村 晋
06-6538-0481
06-6536-5436
マナベケンチクセッケイジムショ
株式会社 真鍋建築設計事務所
マナベ モトオ 〒 5500011 大阪府大阪市西区阿波座1丁目11番8
号
代表取締役 真鍋 基夫
06-6599-6030
ミツイキョウドウケンセツコンサルタント 06-6599-6011
三井共同建設コンサルタント 株式会社 関西支社
ゴトウ モトキ 〒 5520007 大阪府大阪市港区弁天1丁目2番1-100
0号
支社長 後藤 元樹

○建築関係建設コンサルタント業務C

○建築関係建設コンサルタント業務A

○建築関係建設コンサルタント業務B

○土木関係建設コンサルタント業務A

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名
業者区分 代表者名
1019
町外
1032
町外
1406
町外
1384
町外
1090
町外
1368

ムロガ
株式会社

1283
町外
1415
町外

郵便番号

FAX

業種

○＝大業種

072-721-5875

○土木関係建設コンサルタント業務C

住所

072-721-7525

ムロガ 箕面事務所
トクイ ヒデミ 〒 5620004 大阪府箕面市牧落三丁目14番32号
所長 徳井 英実
072-751-1659
072-751-1692
メイジコンサルタント
明治コンサルタント 株式会社 大阪支店
クワハラ タカユキ 〒 5630048 大阪府池田市呉服町10-14
支店長 桑原 隆之
072-464-0072
072-464-0073
メジャーテクノ
株式会社 メジャーテクノ
ナカイ アツシ 〒 5980004 大阪府泉佐野市市場南二丁目504番地
の9
代表取締役 中井 篤史
072-423-2000
072-437-4445
モグコンサルタント
ＭＯＧコンサルタント 株式会社
モリイシ ノボル 〒 5960043 大阪府岸和田市宮前町20番20号
代表取締役 森石 登
06-6305-0951
06-6305-0952
モリエンジニアリング
株式会社 森エンジニアリング 大阪支店
ヤマダ タカユキ 〒 5320011 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目1番3
号 アストロ新大阪第2ビル3階
支店長 山田 隆幸
06-6943-1371
06-6941-4094
ヤスイケンチクセッケイジムショ
株式会社

町外

TEL

○土木関係建設コンサルタント業務A

○測量C

○土木関係建設コンサルタント業務C

○土木関係建設コンサルタント業務A

○建築関係建設コンサルタント業務A

安井建築設計事務所
サノ ヨシヒコ 〒 5400034 大阪府大阪市中央区島町二丁目4番7
号
代表取締役社長 佐野 吉彦
06-6260-0581
06-6260-0575
○建築関係建設コンサルタント業務A
ヤマシタセッケイ
株式会社 山下設計 関西支社
イシイ ヤスヒト 〒 5420081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目3番2
号
執行役員支社長 石井 靖人
06-6228-1700
06-6228-1701
○建築関係建設コンサルタント業務C
ヤマダケンチクセッケイジムショ
株式会社 山田建築設計事務所
ヤマダ エイジ 〒 5410048 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7番3号
代表取締役 山田 裕司

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1323
町外
1112
町外
1110
町外
1248

1377
町外
1341
町外
1115
町外
1243
町外

業種

○＝大業種

住所

06-4790-0335
06-4790-0410
ヤマダソウゴウセッケイ
株式会社 山田綜合設計
フカオ モトシ 〒 5400021 大阪府大阪市中央区大手通三丁目1番
2号 エスリードビル大手通
代表取締役 深尾 元詞
06-6761-1244
06-6764-1940
ヤマトケンチクジムショ
株式会社 大和建築事務所
イズミ ヨシカズ 〒 5420012 大阪府大阪市中央区谷町7丁目1番39303号
代表取締役社長 泉 義和
06-6282-7788
ヤマトフドウサンカンテイジムショ 06-6282-7711
やまと不動産鑑定事務所
セ ヒロカズ
〒 5410048 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7番15
号 KDX堺筋本町707号
代表 瀨 弘和
072-334-5980
ヤマモトケンチクセッケイジムショ 072-335-0007
株式会社

町外

郵便番号

FAX

○建築関係建設コンサルタント業務A

○建築関係建設コンサルタント業務B

○補償関係コンサルタント業務C

○建築関係建設コンサルタント業務B

山本建築設計事務所
ヤマモト

タカアキ

代表取締役 山本 隆明
ユーアールリンケージ
株式会社 ＵＲリンケージ
イタイ

〒 5800015 大阪府松原市新堂1丁目523番地の6
06-6949-5758

06-6949-5740

○土木関係建設コンサルタント業務A

西日本支社

ヒデユキ 〒 5406012 大阪府大阪市中央区城見1丁目2番27

号
支社長 板井 秀行
06-6945-4486
○土木関係建設コンサルタント業務C
ユーエヌトチリヨウケンキュウショ 06-6945-4474
株式会社 ユーエヌ土地利用研究所
ナカサ カズシゲ 〒 5400026 大阪府大阪市中央区内本町2丁目2番1
4号 GSハイム内本町802号
代表取締役 中佐 一重
ユニオンリサーチ
株式会社 ユニオンリサーチ
オガサ

06-6446-1801

06-6446-1802

○補償関係コンサルタント業務B

ヒロユキ 〒 5500003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目6番2号

代表取締役 小笠 博幸
ユニバァサルセッケイ
株式会社 ユニバァサル設計

06-4797-7190

06-4797-7187

西日本支社
ヨコヤマ ナオキ 〒 5300003 大阪府大阪市北区堂島2丁目2番23号
白雲ビル402B
執行役員 横山 尚樹

○建築関係建設コンサルタント業務A

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1318
町外
1173
町外
1103
町外
1177
町外
1387
町外
1315
町外
1421
町外
1143
町外

郵便番号

FAX

業種

○＝大業種

住所

06-6227-5036
○建築関係建設コンサルタント業務A
ヨコガワケンチクセッケイジムショ 06-6202-4509
株式会社 横河建築設計事務所 大阪事務所
タカハシ トシユキ 〒 5410046 大阪府大阪市中央区平野町2丁目6番6
号
取締役所長 高橋 敏行
06-6877-2666
06-6877-5478
○地質調査業務B
ヨコタテック
株式会社 ヨコタテック
ショウジ ヒロユキ 〒 5650822 大阪府吹田市山田市場5番2号
代表取締役 小路 博之
072-432-3400
072-432-8400
ヨジテック
株式会社 ヨジテック
ヨジ マサタカ 〒 5960841 大阪府岸和田市八田町303番地
代表取締役 與治 優貴
072-423-4500
072-437-4800
ヨドガワアクテス
株式会社 淀川アクテス 泉州支社
キダ ミノル
〒 5970013 大阪府貝塚市津田北町8番11号
支社長 木田 稔
ヨドガワジショ
淀川地所 株式会社
ハシモト

アツヒロ

072-423-4700

072-423-5033

○測量C

○土木関係建設コンサルタント業務B

○測量B

〒 5970013 大阪府貝塚市津田北町8番11号

代表取締役 橋本 篤宗
06-6945-0065
06-6945-0124
○土木関係建設コンサルタント業務C
ランテックケイカクジムショ
株式会社 ランテック計画事務所
オオハラ サトル 〒 5400036 大阪府大阪市中央区船越町2-4-6 船
越センタービル
代表取締役 大原 悟
072-260-3801
072-260-3802
○測量C
ランド
株式会社 ランド
オクダ タク
〒 5938324 大阪府堺市西区鳳東町7丁822 光大
ビル303号
代表取締役 奥田 琢
0721-29-7881
0721-28-3814
○地質調査業務C
ランドエコ
株式会社 ランド・エコ 富田林営業所
イシダ ヘイハチロウ 〒 5840071 大阪府富田林市藤沢台2丁目2-180
所長 石田

平八郎

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1302

モリシタ

町外
1294

○＝大業種

06-6541-2733

○土木関係建設コンサルタント業務A

大阪事務所

サトシ 〒 5500005 大阪府大阪市西区西本町1丁目3番15

号

所長 山北 知
リークスカイハツ
株式会社 リークス開発

町外
1250

株式会社

業種

住所

06-6541-2755

ヤマキタ

町外
1121

郵便番号

ランドブレイン
ランドブレイン

FAX

大阪建大ビル

072-235-8988

072-237-8061

○地質調査業務B

ケンジ 〒 5998244 大阪府堺市中区上之855番地3

代表取締役 森下 賢二
06-6941-1154
○土木関係建設コンサルタント業務C
リアライズゾウエンセッケイジムショ 06-6941-1151
株式会社 リアライズ造園設計事務所
アライ ヒデミツ 〒 5400038 大阪府大阪市中央区内淡路町2丁目17
代表取締役 新井 英光
06-6768-0062
○補償関係コンサルタント業務C
リアルブレインフドウサンカンテイ 06-6768-0061
株式会社

町外
1253
町外
1254
町外
1084
町外
1136
町外

リアルブレイン不動産鑑定
シマダ ケンキチ 〒 5430001 大阪府大阪市天王寺区上本町1丁目1
番20号 三越不動産ビル3階
代表取締役 嶋田 謙吉

リュウアーキテクツ
有限会社 リュウ アーキテクツ
ヒラタ ユキタカ 〒
代表取締役 平田 幸隆
リョクケイ
株式会社 緑景
セガワ マサユキ 〒
代表取締役 瀬川 勝之
ルイセッケイシツ
株式会社 類設計室
オカダ ジュンザブロウ
〒
代表取締役 岡田 淳三郎
レック
株式会社 レック
ミシナ ヨシノブ 〒
代表取締役 三品 吉延

06-6789-9711

06-6789-9712

○建築関係建設コンサルタント業務C

5770052 大阪府東大阪市新喜多2丁目6番27-30
25号
06-6763-7167

06-6765-5599

○土木関係建設コンサルタント業務B

5420064 大阪府大阪市中央区上汐一丁目4番6
号
06-6305-6666

06-6305-2237

○建築関係建設コンサルタント業務A

5320011 大阪府大阪市淀川区西中島4-3-2
072-625-0555

072-625-0053

5670888 大阪府茨木市駅前3丁目2番2号

○土木関係建設コンサルタント業務B

平成30年度 入札参加有資格者名簿
業者番号 業者名

TEL

業者区分 代表者名
1226
町外
1221
町外
1288
町外
1172
町外
1273
町外

郵便番号

ワイテック
株式会社 ワイテック
ノガミ

業種

○＝大業種

06-6765-3638

○土木関係建設コンサルタント業務B

住所

06-6765-2051
大阪事務所

マサヒデ 〒 5400004 大阪府大阪市中央区玉造2丁目16番8

所長 野上 優秀
ワカスズコンサルタンツ
若鈴コンサルタンツ 株式会社
モリモト

FAX

ジョウジ

号

06-6827-0101

06-6827-0101

○土木関係建設コンサルタント業務A

大阪営業所
〒 5660043 大阪府摂津市一津屋1-19-4

所長 森本 譲二
06-6762-7002
06-6766-6977
○土木関係建設コンサルタント業務B
ワカヤマコウソク
和歌山航測 株式会社 大阪支店
タカオカ ケンジ 〒 5420012 大阪府大阪市中央区谷町6丁目4番8号
新空堀ビル209
支店長 高岡 健司
06-6763-8410
06-6763-8411
○土木関係建設コンサルタント業務B
ワケンギジュツ
和建技術 株式会社 大阪支店
ハラダ タカフミ 〒 5420012 大阪府大阪市中央区谷町6丁目9番26
号
支店長 原田 貴史
072-472-3616
072-447-9190
○補償関係コンサルタント業務C
ワダトウキソクリョウジムショ
和田登記測量事務所
ワダ アツフミ 〒 5990203 大阪府阪南市黒田121-1
土地家屋調査士 和田 厚文

