業者一覧表（測量コンサルタント等
業者番号

業

者

圏域外 ５０音順）

名

住

所

2000200 アール・エー・ビー開発㈱

青森市第二問屋町三丁目2-35

2000049 ㈱アイテック

三沢市大字三沢字南山11-25

2000182 ㈲青森地盤研究所

青森市中佃三丁目13-9

2000046 アジア航測㈱青森営業所

青森県青森市古川一丁目21-11
ル）

2000098 ㈱石川設計

十和田市西二十二番町2-41

2000103 ㈱出雲

三沢市南山一丁目129-7

（第二須藤ビ

2000115 ㈱エイト日本技術開発青森事務所 青森市古川一丁目15-10
2000064 エヌエス環境㈱青森支店

青森市大字浜田字玉川347

2000066 ㈱ＮＪＳ青森出張所

青森市中佃一丁目27-35

2000202 ＮＴＣコンサルタンツ㈱東北支社 仙台市泉区泉中央一丁目7-1
2000136 ㈱オオタ測量設計

十和田市西二十二番町28-6

2000048 ㈱オオバ東北・北支店

盛岡市中央通三丁目3-2

2000076 奥山ボーリング㈱青森支店

青森市長島三丁目10-4

2000043 オリジナル設計㈱青森営業所

青森市けやき一丁目12-13

2000155 開成技術㈱

弘前市大字大清水一丁目2-7

2000068 ㈱開発技研

青森市佃二丁目22-21

2000217 ㈱片平新日本技研東北支店

仙台市青葉区一番町二丁目10-17

2000210 ㈱カトー建築設計事務所

青森市自由ヶ丘二丁目12-17

2000110 ㈱カネナカ技研

三沢市大字三沢字前平47-411

2000187 ㈱川島隆太郎建築事務所

青森市花園一丁目6-11

2000152 ㈱環境工学

弘前市城東中央三丁目4-17

2000153 環境保全㈱八戸営業所

八戸市根城二丁目21-2

2000127 ㈱管総研

東京都中央区日本橋本石町三丁目3-10

2000050

東京支店

菱和第１ビル

基礎地盤コンサルタンツ㈱青森事
青森市安方二丁目17-19
務所

2000075 ㈱キタコン

弘前市大字宮川一丁目1-1

2000221 北村技術㈱

弘前市大字神田四丁目1-21

2000047 ㈱協和コンサルタンツ青森営業所 青森市長島二丁目25－1
2000166 ㈱楠山設計

青森事務所

太陽生命青森ビル

青森市本町五丁目7-5

2000040 ㈱久米設計東北支社

仙台市青葉区中央三丁目10-19

2000204 ㈱建設環境研究所東北支社

仙台市宮城野区榴岡四丁目3-10

2000179 ㈱建設技術研究所青森事務所

青森市本町一丁目2-20
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仙台ＫＹビル

業者一覧表（測量コンサルタント等
業者番号

業

者

圏域外 ５０音順）

名

住

所

2000057 国際航業㈱青森営業所

青森市東造道三丁目6-3

テーオー小笠原ビル

2000105 ㈱コンテック東日本

青森市大字野尻字今田91-3

2000163 ㈱三栄

十和田市東二十一番町1-1

2000100 ㈱三水コンサルタント青森事務所 青森市茶屋町19-1
2000146 ㈲三陽技研

青森市久須志四丁目19-33

2000138 ㈲ジィーティ技研

東北町上北北二丁目33-120

2000171 ㈱Ｊカンテイ

青森市橋本三丁目13-5-206

2000199 新産測量㈱

十和田市大字相坂字白上4-203

2000087 ㈱しんとう計測

青森市桂木四丁目6-23

2000070 新日本設計㈱東北支社青森事務所 青森市奥野三丁目9-35
2000178 ㈱青建設計

三沢市松園町三丁目7-18

2000063 セントラル技研㈱

弘前市大字境関一丁目4-1

2000131

セントラルコンサルタント㈱東北
青森市本町一丁目2-20
支社青森営業所

2000088 ㈱相和技術研究所青森事務所

青森市本町二丁目4-10

2000079 ㈲測量設計サカイ

九戸郡洋野町種市第17地割1-8

2000060 大泉開発㈱

青森市浪館前田四丁目10-25

2000147 ㈱大和コンサルタント

黒石市追子野木一丁目488-1

2000053 中央開発㈱青森営業所

八戸市大字田面木字前田表1-1

2000126 ㈲東奥不動産鑑定事務所

青森市桜川六丁目19-7

2000222

東京ガスエンジニアリングソ
リューションズ㈱

東京都港区海岸一丁目2-3

2000056 ㈱東京設計事務所青森事務所

青森市浪打一丁目13-8

2000042 ㈱東京ソイルリサーチ東北支店

仙台市泉区八乙女中央二丁目1-36

2000083 東北建設コンサルタント㈱

弘前市大字城東五丁目7-5

2000067 東北測量㈱

青森市石江字三好167-3

2000065 東北ボーリング㈱

仙台市若林区六丁の目元町6-8

2000061 ㈱東洋設計事務所東北支所

仙台市青葉区二日町2-21

2000078 東陽測量設計㈱

十和田市東二十二番町22-41

2000219 ㈱土木技研

盛岡市津志田南2-16-20

2000209 ㈱ナカノアイシステム青森営業所 弘前市大字駅前町6-15
2000114 南部シビルコンサルタンツ㈱

十和田市東五番町7-3-2

2000077 ㈱日研工営

青森市佃二丁目1-10
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SKﾋﾞﾙ2階

業者一覧表（測量コンサルタント等
業者番号

業

者

圏域外 ５０音順）

名

住

所

㈱日産技術コンサルタント東北事
仙台市青葉区上杉一丁目6-10
務所
㈱日新技術コンサルタント青森出
2000086
青森市桜川二丁目21-7
張所
2000218

2000069 ㈱日水コン青森事務所

青森市幸畑三丁目13-6

2000220 ㈱日測コンサルタント

青森市大字矢田前字本泉22-20

2000212 日鉄環境㈱釜石センター

釜石市鈴子町23-15

2000119 日本工営㈱青森事務所

青森県青森市長島三丁目1-1

2000051 日本水工設計㈱青森事務所

青森市新町一丁目1-14
亜青森ビル4階

2000041 ㈱日本水道設計社青森事務所

青森市桂木四丁目2-2

2000169 ハートエンジニアオフィス㈱

青森市赤坂二丁目1-22

損保ジャパン日本興

パシフィックコンサルタンツ㈱青
青森市堤町二丁目1-3（あおばビル）
森事務所
青森市長島二丁目13-1 ＡＱＵＡ青森スクエ
2000059 ㈱パスコ青森支店
アビル
2000095

2000223 ㈱fukuro

弘前市大字清野袋二丁目9-5

2000108 フジ地中情報㈱北東北支店

盛岡市高松二丁目17-24

2000074

㈱復建技術コンサルタント青森支
青森市中央一丁目25-9
店

2000189 豊和コンサルタント㈱

五所川原市金木町嘉瀬萩元229-3

2000094 北海道地図㈱青森営業所

青森市長島二丁目13-1
ビル

2000206 ㈱三木設計事務所青森出張所

青森市安方一丁目2-4-202

2000143 ㈱みちのく鑑定事務所

青森市中央一丁目3-1

2000137 ㈱みちのく計画

青森市浜館一丁目14-3

2000195 ㈱八洲建築設計事務所

青森市松原三丁目14-13

2000054 ライト工業㈱青森営業所

青森市大字浜田字豊田385
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