
令和5年4月現在

業種：測量 ※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 環境・グリーンエンジニア 千代田区

5 プレック研究所 千代田区

6 四門 千代田区

7 フジヤマ 千代田区

8 明治コンサルタント 千代田区

9 東京設計事務所 千代田区

10 保全工学研究所 千代田区

11 昭文社 千代田区

12 日本水工設計 中央区

13 信和測量 港区

14 高島テクノロジーセンター 港区

15 ダイエーコンサルタンツ 港区

16 首都高技術 港区

17 駿府設計 新宿区

18 国際航業 新宿区

19 日水コン 新宿区

20 アジア航測 新宿区

21 日本測地設計 新宿区

22 東建コンサルタント 新宿区

23 中央開発 新宿区

24 テクノプロ・コンストラクション 新宿区

25 関東地質 台東区

26 アサノ大成基礎エンジニアリング 台東区

27 ＪＦＥ設計 台東区

28 興和設計工務事務所 墨田区

29 東亜エンジニアリング 江東区

30 八州 江東区

31 ライフ計画事務所 江東区

32 サンコーコンサルタント 江東区

33 ＵＲリンケージ 江東区

34 東電設計 江東区
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35 画地測量設計 目黒区

36 パスコ 目黒区

37 東京ソイルリサーチ 目黒区

38 中庭測量コンサルタント 大田区

39 協立コンサルタンツ 大田区

40 岩丸測量興業 大田区

41 日野 世田谷区

42 虹設計事務所 世田谷区

43 管清工業 世田谷区

44 東邦地形社 渋谷区

45 双葉航測 中野区

46 エーシーイー 中野区

47 中野技術 中野区

48 エイト日本技術開発 中野区

49 大和測量設計 杉並区

50 第一航業 杉並区

51 大同情報技術 杉並区

52 エープランニング 杉並区

53 トーコー地質 豊島区

54 双葉 豊島区

55 宏栄コンサルタント 豊島区

56 アガック 豊島区

57 新都 豊島区

58 東洋コンサルタント 豊島区

59 土質基礎コンサルタンツ 北区

60 建設地盤 荒川区

61 玉野総合コンサルタント 荒川区

62 三和航測 練馬区

63 地水開発 足立区

64 伊藤測量事務所 葛飾区

65 エービーコンサルタント 葛飾区

66 塩崎テクノブレイン 葛飾区

67 ソクシン 葛飾区

68 日本技術総業 江戸川区

69 山王測量設計 八王子市

70 東横測量設計事務所 八王子市

71 環境管理センター 八王子市

72 上屋敷測量設計 八王子市

73 翼プランニング 八王子市



74 シン技術コンサル 八王子市

75 武本測量 立川市

76 ウオールナット 立川市

77 愛和測量設計 府中市

78 ユニオン技術 府中市

79 大輝 府中市

80 大和基礎設計 調布市

81 邦栄測量設計 調布市

82 アラタニ土木コンサルタント 町田市

83 中央都市開発コンサルタンツ 町田市

84 東建設研究所 町田市

85 光栄測量設計 小平市

86 児島測量設計 小平市

87 国際測地 日野市

88 日野測量社 日野市

89 村上設計 日野市

90 スタッド 日野市

91 三和測量設計 東村山市

92 セット設計事務所 国分寺市

93 アース設計コンサルタント 福生市

94 測地コンサルタント 清瀬市

95 コクドリサーチ 多摩市

96 日豊 稲城市

97 彩都コンサルタント 稲城市

98 福島測量 稲城市


