
令和5年4月現在

業種：建築物点検 ※掲載は順不同

Ｎｏ 業者名 所在地

1 昭和 千代田区

2 東建築設計事務所 千代田区

3 シィー・ディ・シィー 千代田区

4 能美防災 千代田区

5 日本不動産管理 千代田区

6 四門 千代田区

7 ダイケンビルサービス 千代田区

8 清水商会 千代田区

9 リバックス建築環境計画 千代田区

10 高橋興業 千代田区

11 ロイヤル防災 千代田区

12 三輝設計事務所 千代田区

13 ジェイ・イー・サポート 千代田区

14 アメニティ・ジャパン 千代田区

15 保全工学研究所 千代田区

16 東京ダイケンビルサービス 千代田区

17 日本耐震診断協会 千代田区

18 パナソニックコネクト 中央区

19 日本管財 中央区

20 綜企画設計 中央区

21 カトウ建築事務所 中央区

22 日本メックス 中央区

23 日本データーサービス 中央区

24 東京ベイサイドビルサービス 中央区

25 協同清美 中央区

26 日本防災技術センター 中央区

27 日本ビルコ 中央区

28 遠山之寛建築設計事務所 中央区

29 南関東ビルメンテナンス 中央区

30 ユニバァサル設計 港区

31 手島建築設計事務所 港区

32 オートマックスデザインワークス 港区

33 フロンティアコンストラクション＆パートナーズ 港区

34 創建社ディーアンドアール設計 港区
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35 アイ・エス・エス 港区

36 ERIソリューション 港区

37 大友建築設計事務所 港区

38 ユニオンリサーチ 港区

39 ティーメック 港区

40 首都高技術 港区

41 ビルコム 港区

42 シンヨー電器 港区

43 国際航業 新宿区

44 東京防災設備保守協会 新宿区

45 アーキテクツ 新宿区

46 土屋建築研究所 新宿区

47 太平ビルサービス 新宿区

48 アイビーメンテナンス 新宿区

49 都市環境整美 新宿区

50 窓建コンサルタント 新宿区

51 東通工業 新宿区

52 クリーン工房 新宿区

53 日本美装 新宿区

54 アジャスト 新宿区

55 田中雅美建築設計事務所 新宿区

56 アビック 新宿区

57 グン企画設計一級建築士事務所 新宿区

58 碧峰 新宿区

59 デザインサーベイ 新宿区

60 テクノプロ・コンストラクション 新宿区

61 改修設計 新宿区

62 丸川建築設計事務所 文京区

63 新生ビルテクノ 文京区

64 高橋工業 文京区

65 ウエスコ 文京区

66 ジーエムシー 文京区

67 モスコム 文京区

68 松塚建築設計事務所 文京区

69 ニュービルメン 台東区

70 パッソン 台東区

71 ルーデン・ビルマネジメント 台東区

72 セントラルエンジニアリング 墨田区

73 明治企業 墨田区



74 新和防災 墨田区

75 ＮＡＢ総合研究所 墨田区

76 ニッショウ 江東区

77 マルヤマ防災設備 江東区

78 吾妻設計 江東区

79 阿波設計事務所 江東区

80 城東テクノサービス 江東区

81 東京エスケー 江東区

82 日本建築防災検査 江東区

83 正友サービス 江東区

84 ハセガワ 江東区

85 相和技術研究所 品川区

86 日本環境マネジメント 品川区

87 東京カンテイ 品川区

88 設の杜コンサルタント 品川区

89 北川商会 目黒区

90 新東京防災 目黒区

91 S・E・UD 目黒区

92 三津浜工業 大田区

93 日本シティビルサービス 大田区

94 建設環境コンサルティング 大田区

95 第一防災 大田区

96 Ａｓｓｉｓｔ 大田区

97 Ｈ．Ｉ．Ｔ建築設計 大田区

98 テイク・ビルシステム 大田区

99 旭防災設備 世田谷区

100 消防サービス 世田谷区

101 新東美装 世田谷区

102 創英 世田谷区

103 旭建物管理 世田谷区

104 横浜防災 世田谷区

105 ＲＹアーキテクツ 世田谷区

106 森京介建築事務所 渋谷区

107 東京公社住宅サービス 渋谷区

108 オーチュー 渋谷区

109 ニッタン 渋谷区

110 中央建装 渋谷区

111 尚永ビルサービス 渋谷区

112 サイオー 渋谷区



113 津路建築事務所 渋谷区

114 小笠原設計 渋谷区

115 日本環境クリアー 渋谷区

116 ダイス設計 渋谷区

117 大誠建築設計事務所 中野区

118 高千穂防災工業 中野区

119 オリエントサービス 杉並区

120 ニッセイファシリティ 杉並区

121 豊栄美装 杉並区

122 国土管理 杉並区

123 富士興業 杉並区

124 多田建築研究所 杉並区

125 ティピィプラン 杉並区

126 中央理化工業 豊島区

127 三和シヤッター工業 豊島区

128 ＴＳビルシステム 豊島区

129 空間デザイン 豊島区

130 ヒカルコンサルタンツ 豊島区

131 ＲｅＲ 豊島区

132 NAOX 北区

133 サンシン 北区

134 アイズ 荒川区

135 日東カストディアル・サービス 板橋区

136 ビソー工業 板橋区

137 東名防災設備 練馬区

138 ジェイレック 練馬区

139 トリートップ 練馬区

140 リーズ 練馬区

141 ユウ建築設計事務所 練馬区

142 松下設計 練馬区

143 ネクスト２４ 練馬区

144 デジタル通信システム 足立区

145 スエヒロ 足立区

146 ヨシダ防災設備 葛飾区

147 エービーコンサルタント 葛飾区

148 亜細亜綜合防災 江戸川区

149 興和ビルメンテ 江戸川区

150 東京ユニーホース 江戸川区

151 Ｕエンジニアリング 江戸川区



152 エヌビーエスエンジニアリング 江戸川区

153 総合ビルメンテナンス 江戸川区

154 光栄テクノサービス 江戸川区

155 構研設計事務所 立川市

156 美巧 立川市

157 グリーンシステム 武蔵野市

158 大輝 府中市

159 佐伯建築設計事務所 府中市

160 明空社 昭島市

161 フクヤサービス 調布市

162 ジンダイ 調布市

163 アクセルオン 調布市

164 中央都市開発コンサルタンツ 町田市

165 佐藤要一建築設計 町田市

166 スタッド 日野市

167 千代田防災 東村山市

168 セット設計事務所 国分寺市

169 北田設計事務所 国分寺市

170 COC 国分寺市

171 武田建築設計事務所 国立市

172 多摩住宅サービス 西東京市

173 古畑総合建装 西東京市

174 小島建築設計事務所 清瀬市

175 セントラル防災 東久留米市

176 サービスエース 多摩市

177 Ｓ・Ｋアートデザインオフィス 多摩市


