平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿
業者
番号

会 社 名

コンサルタント-1／7
住

所

電話番号

17
資本金
(千円)

404 ㈱アーバンシステムコンサルタント

筑西市一本松35

0296(24)3500

10,000 (A)(C)(E)(G)

161 ㈱アイ技研コンサルタント

水戸市西原1-6-37

029(291)6681

28,000 (A)

376 ㈱アイコンサルタント 茨城営業所

牛久市上柏田3-62-7

029(871)5645

25,000 (A)(C)(E)

580 ㈱相澤建築設計事務所

つくば市森の里1169-2

029(876)0617

10,000 (B)

944 ㈱あいだ測量設計

つくば市西高野312-3

029(865)1072

10,000 (A)

155 ㈱アイワ技研

土浦市板谷6-651-203

029(830)1505

10,000 (A)(C)(E)

337 ㈲秋山建築設計事務所

龍ケ崎市野原町101

0297(62)1613

3,000 (B)

252 信工業㈱

稲敷市江戸崎甲4769-1

029(892)0040

20,000 (A)

180 朝日航洋㈱ 水戸支店

水戸市城南2-11-18

029(224)4712

795 旭総合コンサルタント㈱

東京都台東区東上野1-24-2

03(3834)4708

729 アジア航測㈱ 水戸営業所

水戸市中央2-8-8 アシスト第2ビル

029(224)0128

383 ㈱アスカコンサルタント

つくば市西大橋83-3

029(863)2130

16,400 (A)(E)

521 ㈱イタバシ

稲敷市推塚2123-4

029(892)0038

10,000 (A)

187 (一社)茨城県環境管理協会

水戸市元吉田町1736-20

029(248)7431

623 茨城測量設計㈱

水戸市元吉田町字東組714-3

029(247)5025

477 ㈱エイト日本技術開発 水戸事務所

水戸市中央2-8-8

029(231)6801

302 AIS総合設計㈱ 茨城事務所

常陸太田市塙町3601

0294(72)0876

30,000 (B)

754 ㈲枝川建築設計事務所

土浦市並木4-1-36

029(822)5332

3,000 (B)

292 ㈱NJS 茨城出張所

水戸市元吉町848-1

029(215)9187

520,000 (A)(B)(C)(D)(E)

㈱エフウォーターマネジメント 千葉
374 事務所

千葉県市川市鬼高2-10-1 AKレジデンス102号 047(712)5741

52,700 (A)(B)(C)(D)(E)

775 応用地質㈱ 茨城支店

つくば市御幸が丘43

029(851)6420

16,174,600 (A)(B)(C)(D)(I)

532 ㈱大坪コンサルタント 取手営業所

取手市上萱場482

0297(71)6188

23,166 (A)(C)(E)

798 ㈱オオバ 茨城営業所

水戸市三の丸1-4-73

029(227)7278

資 格 内 容

3,192,500 (A)(B)(C)(D)(E)(F)
12,000 (A)(C)
1,673,778 (A)(B)(C)(D)(E)(F)(I)

100,000 (I)
18,000 (A)(C)(E)
2,056,880 (A)(B)(C)(D)(E)(I)（J）

2,131,733 (A)(B)(C)(D)(I)

※ 資格内容欄中 (A)…測量業者、(B)…建築士事務所、(C)…建設コンサルタント、(D)…地質調査業者、(E)…補償コンサルタント、(F)…不動産鑑定業者、(G)…土地家屋調査士、(H)…司法書士、(I)…計量証明事業者

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿
業者
番号

会 社 名

コンサルタント0／7
住

所

電話番号

18
資本金
(千円)

301 ㈱岡村地質

石岡市南台3-1-11

0299(26)5717

441 オリジナル設計㈱ 茨城事務所

水戸市中央2-8-8 アシスト第2ビル

029(225)4431

㈱オリンピアコンサルタント 茨城営
926 業所

水戸市加倉井町1362-1

029(353)7385

20,000 (A)(C)

601 ㈱開発計画研究所

水戸市白梅4-1-25 すざくビル

029(232)0158

60,000 (A)(B)(C)(E)

445 ㈱かつら設計

東茨城郡城里町大字御前山251-1

029(289)2330

10,000 (A)(B)(C)(E)

400 川崎地質㈱ 水戸事務所

水戸市上水戸3-7-31

029(302)5651

578 ㈱川又感光社

水戸市五軒町1-5-48

029(221)7781

10,000 (A)

㈱環境技研コンサルタント 茨城支
405 店

水戸市元吉田町332-4 ＦＯＭＡビル3F

029(240)0651

23,000 (A)(B)(C)(D)

483 ㈱環境研究センター

つくば市羽成3-1

029(839)5501

30,000 (C)(I)

544 ㈱管総研 東京支店

東京都中央区日本橋本石町3-3-10

03(5205)1990

529 関東測量設計㈱ つくばみらい支店

つくばみらい市長渡呂新田965-2

0297(38)6570

20,000 (A)(C)(E)

848 関東不動産鑑定事務所

土浦市蓮河原新町1-32

029(826)6180

71,382 (F)

810 ㈱関東補償コンサルタント

土浦市蓮河原新町1-32

029(826)5005

30,000 (E)

基礎地盤コンサルタンツ㈱ 水戸支
894 店

水戸市梅香2-2-45

029(227)3423

275 共立測量設計㈱

取手市新町5-24-3

0297(73)1254

207 ㈱協和コンサルタンツ 茨城営業所

龍ケ崎市佐貫1-4-3

0297(61)6171

1,000,000 (A)(B)(C)(D)(E)

260 協和測量㈱

取手市小浮気171-5

0297(83)2140

10,000 (A)(B)(C)(E)

262 協和地下開発㈱ 茨城事務所

土浦市荒川沖東3-1-7

029(843)6501

32,000 (A)(C)(D)

㈱極東技工コンサルタント 茨城事
456 務所

水戸市元吉田町128

029(233)1470

50,000 (A)(B)(C)(D)

109 ㈱近代設計 水戸営業所

水戸市中央2-8-8

029(233)7691

50,000 (A)(B)(C)(D)

188 ㈱楠山設計

東京都千代田区神田小川町3-20

03(3292)3571

10,000 (B)

259 ㈱工藤設計 茨城営業所

水戸市大工町3-5-4 ｺｳﾘｭｳﾋﾞﾙ5F

029(231)1910

10,000 (A)(B)(C)

216 倉持測量㈱

つくば市今鹿島838

029(847)8341

80,000 (A)(E)

資 格 内 容

10,000 (D)
1,093,000 (A)(B)(C)(D)

819,965 (A)(C)(D)

100,000 (C)

100,000 (A)(C)(D)(E)(I)
10,000 (A)

※ 資格内容欄中 (A)…測量業者、(B)…建築士事務所、(C)…建設コンサルタント、(D)…地質調査業者、(E)…補償コンサルタント、(F)…不動産鑑定業者、(G)…土地家屋調査士、(H)…司法書士、(I)…計量証明事業者

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿
業者
番号

会 社 名

コンサルタント1／7
住

所

電話番号

19
資本金
(千円)

257 ㈱玄設計

水戸市酒門町4287-3

029(240)1480

10,000 (A)(B)(C)

231 ㈱コイデ 茨城支店

つくば市二の宮3-8-3

029(852)0951

45,471 (A)(C)(D)(E)

903 ㈱江東微生物研究所 茨城支所

つくば市上横場445-1

029(837)0267

50,000 (I)

479 ㈱コウノ

水戸市酒門町3294-13

029(248)0450

40,000 (A)(C)(E)

132 ㈲光洋都市技術コンサルタント

水戸市吉沢町44-1

029(304)1080

5,000 (A)(C)

265 コーワ技研㈱

つくば市上郷8076-2

029(847)5183

10,000 (A)(E)

559 国際航業㈱ 水戸営業所

水戸市城南1-1-8 サザン水戸ビル

029(221)7251

174 国土建設コンサルタント㈱

水戸市堀町字新田1133-18

029(253)0585

30,000 (A)(C)(E)

514 ㈱坂本都市設計

取手市上萱場365

0297(83)0937

13,000 (A)(C)

241 ㈱桜設計事務所

水戸市千波町1239

029(241)8441

10,000 (B)

366 ㈱三喜コンサルタント 土浦支店

稲敷郡阿見町中央3-2-17

029(888)2411

45,000 (A)(E)(F)

349 三正測量設計㈱

つくばみらい市上島37

0297(58)0724

10,000 (A)

269 ㈱サンテック 取手支店

取手市野々井1556

0297(72)2223

30,000 (A)(E)

173 三友測量設計㈱

土浦市木田余3042-1 栄光ビル

029(824)1769

10,000 (A)(E)

150 三陽用地㈱

土浦市田中3-8-32 土浦学園通りビル

029(826)9143

20,000 (A)(E)

㈱シーエスエンジニアズ 茨城営業
363 所

取手市小堀3955-1

04(7179)3830

30,000 (A)(C)

681 ㈱ジステック

土浦市小松3-24-25

029(821)8750

24,000 (A)(C)(D)(E)

945 ㈱柴建築設計事務所

水戸市泉町3-1-28

029(227)0222

10,000 (B)

759 ㈱下川設計

鹿嶋市佐田1255-1

0299(83)1211

30,000 (A)(B)(C)(E)(G)

341 城北測量設計㈱

東茨城郡城里町石塚2059-6

029(288)3711

10,000 (A)(E)

154 常陽測量設計㈱

土浦市真鍋5-16-26

029(824)4110

25,000 (A)(C)

622 白井企画㈱ 茨城営業所

古河市女沼1011-18

0280(92)6411

15,000 (A)(C)

626 ㈱新開発エンジニアリング

牛久市南3-3-5

029(874)3365

5,000 (A)(C)

資 格 内 容

16,729,013 (A)(B)(C)(D)(E)(F)(I)

※ 資格内容欄中 (A)…測量業者、(B)…建築士事務所、(C)…建設コンサルタント、(D)…地質調査業者、(E)…補償コンサルタント、(F)…不動産鑑定業者、(G)…土地家屋調査士、(H)…司法書士、(I)…計量証明事業者

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿
業者
番号

会 社 名

コンサルタント2／7
住

所

電話番号

20
資本金
(千円)

224 ㈱眞建築設計室

水戸市元吉田町1186-1

029(304)5600

伸光エンジニアリング㈱ 茨城営業
908 所

土浦市中荒川沖町3-3 千代ﾋﾞﾙ201

029(886)8121

20,000 (A)(C)(D)

739 ㈱新星コンサルタント

常総市篠山885-3

0297(42)3333

20,000 (A)(C)(E)

755 ㈱シンテック

牛久市久野町1534

029(846)1766

615 新日本設計㈱ 水戸営業所

水戸市五軒町2-1-10

029(222)2482

10,000 (A)(B)(C)(D)

707 ㈱水工エンジニアリング

水戸市笠原町1220-1

029(297)3500

10,000 (A)(B)(C)

616 ㈱綜企画設計 茨城支店

牛久市牛久町279-1

029(878)3730

90,000 (B)(C)

234 総合技研㈱

水戸市金町1-2-46

029(226)6444

12,240 (A)(C)

494 ㈲創和コンサルタンツ

つくば市松野木152-7 パインウッド106

029(839)0730

869 ㈱測研茨城

下妻市下妻乙506-1

0296(44)5922

10,000 (A)(C)(G)

254 第一航業㈱ 北関東支社

土浦市東並木町3322-1

029(821)8165

100,000 (A)(C)(E)

343 大栄測量設計㈱

土浦市中貫2402-3

029(833)0081

20,000 (A)

907 ㈱ダイミック 水戸営業所

水戸市元台町1500 ｳｨﾝﾏﾅｰﾋﾞﾙ101

029(247)5699

10,000 (A)(C)

192 大和リース㈱ 水戸支店

水戸市笠原町978-28

029(305)5131

318 ㈱高萩エンジニアリング

水戸市千波町字千波原2851

029(244)0222

30,000 (A)(C)(D)

522 ㈱田崎技術

潮来市築地544-2

0299(62)3400

30,000 (A)(B)

千葉エンジニアリング㈱ 茨城営業
362 所

土浦市霞ヶ岡町26-5 ｺｰﾎﾟｴｸｼｵ102号

029(835)9266

20,000 (A)(C)(D)

222 中央技術㈱

土浦市桜町1-15-11 M・Yﾋﾞﾙ602

029(896)6785

20,000 (A)(B)(C)(E)

326 ㈱千代田コンサルタント

神栖市溝口1669-1

0299(95)9674

199 つくば建築設計事務所㈱

龍ケ崎市川原代町字小屋1059-1

0297(66)7811

10,000 (B)

720 つくば設計㈱

つくば市寺具916

029(869)0047

20,000 (A)(E)

281 つくば測量コンサルタント㈲

つくば市松代1-17-4

029(863)4330

186 ㈱つくば電気通信

土浦市並木4-4-46

029(835)6200

資 格 内 容

3,000 (B)

1,000 (A)

4,000 (A)

21,768,382 (B)

270,000 (A)(B)(C)(D)(E)(I)（J）

3,000 (A)
30,000 ◆その他(TV電波障害調査)

※ 資格内容欄中 (A)…測量業者、(B)…建築士事務所、(C)…建設コンサルタント、(D)…地質調査業者、(E)…補償コンサルタント、(F)…不動産鑑定業者、(G)…土地家屋調査士、(H)…司法書士、(I)…計量証明事業者

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿
業者
番号

コンサルタント3／7
住

所

電話番号

21
資本金
(千円)

会 社 名
東京ガスエンジニアリングソリュー
459 ションズ㈱

資 格 内 容

東京都港区海岸1-2-3

03(6452)8416

899 東京技工㈱ 常総営業所

牛久市中央5-20-11

029(870)3301

㈱東京建設コンサルタント 茨城事
597 務所

水戸市城南1-2-43 NKCビル

029(297)9182

335,000 (A)(B)(C)(D)(I)

874 ㈱東京設計事務所 水戸事務所

水戸市城南2-4-17 レジデンスカープ水戸

029(300)4766

80,000 (A)(B)(C)(D)

108 ㈱東洋コンサルタント 取手営業所

取手市下高井2279-1

0297(70)2860

50,000 (A)(B)(C)(D)

528 ㈱東洋設計 水戸営業所

水戸市城南南1-1-8

029(246)5954

565 ㈱東洋設計事務所 取手出張所

取手市藤代南2-11-12

0297(85)4855

30,000 (A)(B)(C)

657 東洋地質㈱

潮来市辻66-3

0299(63)3048

10,000 (D)

360 トーカイテック㈱ 茨城支社

取手市取手2-18-30-205

0297(70)6050

48,000 (A)(C)

㈱トーニチコンサルタント 茨城事務
493 所

水戸市城南3-10-17 カーニープレイス水戸ビル 029(300)4788

100,000 (A)(B)(C)(D)(I)

284 内外エンジニアリング㈱ 東京支社

東京都台東区東上野1-28-12 新御徒町ＫＭビル03(5818)5760

120,000 (A)(B)(C)(D)(E)

555 中川理水建設㈱

土浦市真鍋5-16-26

029(821)6110

100,000 (D)

中日本建設コンサルタント㈱ 茨城
138 事務所

水戸市城南2-5-45 ユニゾン城南ビル内

029(227)6500

80,000 (A)(B)(C)(D)(E)

576 ㈱ナカノアイシステム 北関東支店

水戸市堀町2074-3 メゾンドＫ306号

029(257)6281

26,000 (A)(C)(E)

901 日栄地質測量設計㈱ 茨城営業所

水戸市元吉田町1305-1

029(304)6230

30,000 (A)(C)(D)(E)

㈱日建技術コンサルタント 東京本
117 社

東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング
03(3349)8901

430 ㈱日さく 東日本支社

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-199-3

048(644)2101

㈱日産技術コンサルタント 茨城事
634 務所

水戸市笠原町1189-2

029(306)7247

70,000 (A)(B)(C)(D)

384 ㈱日水コン 茨城事務所

水戸市城南1-2-43 水戸ＮＫＣビル

029(302)0475

100,000 (A)(B)(C)(D)(I)

905 日本工営㈱ 茨城営業所

水戸市城南2-1-20

029(231)7281

7,393,338 (A)(B)(C)(D)(E)(I)

561 日本水工設計㈱ 茨城事務所

水戸市谷津町細田1-21

029(309)5003

50,000 (A)(B)(C)(D)

329 ㈱日本水道設計社 取手営業所

取手市米ノ井535-4

0297(70)7371

30,000 (A)(B)(C)(D)

520 日本都市設計㈱

つくば市上ノ室2042-1

029(863)0831

24,000 (B)(C)

10,000,000 (A)
49,500 (A)(C)

100,000 (A)(B)(C)(D)(E)

80,000 (A)(B)(C)(D)(E)(I)
100,000 (A)(C)(D)

※ 資格内容欄中 (A)…測量業者、(B)…建築士事務所、(C)…建設コンサルタント、(D)…地質調査業者、(E)…補償コンサルタント、(F)…不動産鑑定業者、(G)…土地家屋調査士、(H)…司法書士、(I)…計量証明事業者

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿
業者
番号

会 社 名

コンサルタント4／7
住

所

電話番号

22
資本金
(千円)

395 ㈱根本英建築設計事務所

土浦市湖北1-7-9

029(823)1561

パシフィックコンサルタンツ㈱ 茨城
463 事務所

水戸市桜川1-1-25 大同生命水戸ビル

029(227)8088

763 ㈱パスコ 茨城支店

水戸市南町2-6-18

029(233)5306

612 ㈱英設計事務所 北関東支店

かすみがうら市田伏5164-23

029(840)9170

10,000 (A)(C)

793 坂東開発測量㈱

取手市小文間4397-1

0297(72)9972

10,000 (A)(G)

105 ㈱光エンジニアリング 茨城営業所

水戸市見和2-266-25

029(255)5512

10,000 (A)(C)

599 常陸測工㈱

水戸市白梅2-4-11

029(221)6011

15,000 (A)(B)(C)

695 ㈱美豊コンサルティング

水戸市住吉町14-8

029(304)6767

10,000 (A)(E)

288 ㈱フケタ設計 茨城事務所

つくば市研究学園5-16-3 日信ビル1A

029(893)4318

20,000 (B)

273 フジ地中情報㈱ 東京支店

埼玉県さいたま市浦和区常盤7-1-1

048(615)0237

327 ㈱双葉 茨城支店

取手市寺田5001-10

0297(71)3830

267 ㈲フドウ測量設計

龍ケ崎市姫宮町253-1

0297(60)6268

814 冨洋設計㈱ 水戸営業所

水戸市千波町2387-3

029(243)6907

45,000 (A)(B)(C)

113 ㈱平成技研

牛久市中央3-10-3

029(874)9744

10,000 (A)(C)

787 平成理研㈱ 茨城営業所

常総市新石下町3611

0297(42)7300

258 ㈲北都測量設計

龍ケ崎市緑町187

0297(64)6366

3,000 (A)

692 ㈱北斗プラン

東京都板橋区成増1-31-5 弥生ビル5階

03(3979)5166

10,000 (A)

270 ホコタ設計コンサルタンツ㈱

鉾田市安房1571

0291(33)4175

50,000 (A)(E)

822 ㈱マップ測設

つくば市高野687-1

029(847)1008

10,000 (A)(C)(E)

311 ㈱ミカミ

水戸市河和田町4471-45

029(257)1234

49,660 (A)(B)(C)(E)(G)

271 ㈱めいわ

結城郡八千代町大字東原46

0296(48)2151

10,000 (A)

447 ㈱明和技術コンサルタンツ

小美玉市外之内398-1

0299(54)0009

50,000 (A)(B)(C)(D)(E)

375 やまと技研㈱

桜川市高久2145-2

0296(58)6053

25,000 (A)(C)(E)

資 格 内 容

10,000 (B)
490,000 (A)(B)(C)(D)(I)(J)
8,758,482 (A)(B)(C)(D)(E)(F)(I)(J)

100,000 (A)(C)
30,000 (A)(C)(E)
3,000 (A)

150,000 (I)

※ 資格内容欄中 (A)…測量業者、(B)…建築士事務所、(C)…建設コンサルタント、(D)…地質調査業者、(E)…補償コンサルタント、(F)…不動産鑑定業者、(G)…土地家屋調査士、(H)…司法書士、(I)…計量証明事業者

平成29・30年度 一般競争・指名競争入札参加有資格者名簿
業者
番号

会 社 名

コンサルタント5／7
住

所

電話番号

23
資本金
(千円)

756 用地キャリア㈱

土浦市田中3-8-32-3A

029(879)5509

10,000 (E)

570 ㈱横須賀満夫建築設計事務所

水戸市南町2-1-18 アーキビル

029(225)4353

20,000 (B)

㈱吉沢水道コンサルタント 水戸事
828 務所

水戸市千波町1420-5

029(291)5715

10,000 (A)(B)(C)

454 ㈱リバティープランニング

水戸市飯富町2741-4

029(222)9770

10,000 (A)(C)(E)

291 ㈲龍測社

龍ケ崎市佐貫町321

0297(66)3363

3,000 (A)

310 ㈱若栁建築事務所

つくば市台町1-8-1

029(886)8034

10,000 (B)

資 格 内 容

※ 資格内容欄中 (A)…測量業者、(B)…建築士事務所、(C)…建設コンサルタント、(D)…地質調査業者、(E)…補償コンサルタント、(F)…不動産鑑定業者、(G)…土地家屋調査士、(H)…司法書士、(I)…計量証明事業者

