
令和5年4月現在

業種：土木設計・調査 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

1 日測 千代田区

2 昭和 千代田区

3 オオバ 千代田区

4 シィー・ディ・シィー 千代田区

5 環境・グリーンエンジニア 千代田区

6 日建設計 千代田区

7 プレック研究所 千代田区

8 四門 千代田区

9 緑政計画研究所 千代田区

10 フジヤマ 千代田区

11 首都圏総合計画研究所 千代田区

12 明治コンサルタント 千代田区

13 東京設計事務所 千代田区

14 保全工学研究所 千代田区

15 日本水工設計 中央区

16 山下設計 中央区

17 綜企画設計 中央区

18 日本データーサービス 中央区

19 中外テクノス 中央区

20 宮建築設計 中央区

21 大成ユーレック 港区

22 日本設計 港区

23 森緑地設計事務所 港区

24 信和測量 港区

25 松田平田設計 港区

26 高島テクノロジーセンター 港区

27 エヌエス環境 港区

28 ダイエーコンサルタンツ 港区

29 アイ・エス・エス 港区

30 ERIソリューション 港区

31 地域総合計画研究所 港区

32 ティーメック 港区

33 首都高技術 港区

34 駿府設計 新宿区
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35 国際航業 新宿区

36 日水コン 新宿区

37 集研設計 新宿区

38 共同設計 新宿区

39 アーキテクツ 新宿区

40 杉原設計事務所 新宿区

41 アジア航測 新宿区

42 日本測地設計 新宿区

43 日東設計事務所 新宿区

44 東建コンサルタント 新宿区

45 秋田設計 新宿区

46 LAU公共施設研究所 新宿区

47 中川都市建築設計 新宿区

48 環境設計研究所 新宿区

49 アーバンエンジニア 新宿区

50 シー・エルコンサル 新宿区

51 ＵＧ都市建築 新宿区

52 田中雅美建築設計事務所 新宿区

53 中央開発 新宿区

54 テクノプロ・コンストラクション 新宿区

55 都市環境研究所 文京区

56 静環検査センター 文京区

57 アサノ大成基礎エンジニアリング 台東区

58 日さく 台東区

59 ＪＦＥ設計 台東区

60 緑景 台東区

61 西川設計 台東区

62 キタック 台東区

63 佐藤総合計画 墨田区

64 明治企業 墨田区

65 爽環境計画 墨田区

66 八州 江東区

67 ライフ計画事務所 江東区

68 サンコーコンサルタント 江東区

69 ＵＲリンケージ 江東区

70 東電設計 江東区

71 大建設計 品川区

72 東京カンテイ 品川区

73 設の杜コンサルタント 品川区



74 画地測量設計 目黒区

75 東急設計コンサルタント 目黒区

76 パスコ 目黒区

77 RISE構造設計 目黒区

78 梓設計 大田区

79 中庭測量コンサルタント 大田区

80 協立コンサルタンツ 大田区

81 建設環境コンサルティング 大田区

82 Ａｓｓｉｓｔ 大田区

83 日野 世田谷区

84 虹設計事務所 世田谷区

85 管清工業 世田谷区

86 ＲＹアーキテクツ 世田谷区

87 ダイス設計 渋谷区

88 セルコ 渋谷区

89 社会システム 渋谷区

90 双葉航測 中野区

91 エーシーイー 中野区

92 エイト日本技術開発 中野区

93 大和測量設計 杉並区

94 第一航業 杉並区

95 大同情報技術 杉並区

96 多田建築研究所 杉並区

97 双葉 豊島区

98 宏栄コンサルタント 豊島区

99 新都 豊島区

100 東洋コンサルタント 豊島区

101 玉野総合コンサルタント 荒川区

102 サーベイリサーチセンター 荒川区

103 ディーワーク 荒川区

104 ニューテック 板橋区

105 三和航測 練馬区

106 地水開発 足立区

107 エービーコンサルタント 葛飾区

108 塩崎テクノブレイン 葛飾区

109 ソクシン 葛飾区

110 山王測量設計 八王子市

111 東横測量設計事務所 八王子市

112 環境管理センター 八王子市



113 上屋敷測量設計 八王子市

114 翼プランニング 八王子市

115 ウオールナット 立川市

116 愛和測量設計 府中市

117 ユニオン技術 府中市

118 大輝 府中市

119 仁ランドスケープデザイン 府中市

120 大和基礎設計 調布市

121 中央都市開発コンサルタンツ 町田市

122 東建設研究所 町田市

123 児島測量設計 小平市

124 国際測地 日野市

125 村上設計 日野市

126 スタッド 日野市

127 セット設計事務所 国分寺市

128 COC 国分寺市

129 アース設計コンサルタント 福生市

130 測地コンサルタント 清瀬市

131 小島建築設計事務所 清瀬市

132 彩都コンサルタント 稲城市


