
平成 25・26年度 湖周行政事務組合建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿 

 

業者コード 商号又は名称 営業所名 市区町村 住所 

2015 ㈱サクセン  松本市 双葉 6-1 

2024 ㈱日産技術コンサルタント 東京支社 港区 浜松町 1-23-2 

2002 ㈱アルプス  岡谷市 田中町 1-4-26 

2011 ㈱環境フレックス 長野営業所 佐久市 志賀 1373 

2025 ㈱第一設計  長野市 西尾張部 256-4 

2026 ㈱馬場設計  甲府市 塩部 4-15-8 

2008 玉野総合コンサルタント㈱ 飯田事務所 飯田市 松尾代田 1859-1 

2001 ㈱中部設計  富山市 本町 10-2 

2027 ㈱エース  伊那市 西箕輪 7884-1 

2028 キタイ設計㈱ 長野事務所 松本市 出川町 12-8 

2017 (有)村本設計事務所  岡谷市 成田町 1-8-5 

2023 (有)タカギ測量設計事務所  諏訪市 湖岸通り 1-13-20-401 

2007 八千代エンジニヤリング(株) 長野事務所 長野市 栗田 505-4 イーストヒルズ A-305 

2029 日本工営（株） 長野事務所 長野市 南石堂町 1282-16 

2030 中日本建設コンサルタント(株) 東京事務所 文京区 本郷 3-2-12 

2031 (株)三友設備設計事務所  長野市 柳原 2550-14 

2032 (株)アーキプラン  長野市 南千歳 1-7-12 

2033 (株)エーシーエ設計  長野市 柳原 2360-4 

2034 (株)坂本建築事務所 岡谷事務所 岡谷市 東銀座 1-7-12 

2013 (株)環境技術センター  松本市 大字笹賀 5652-166 

2004 (株)長野技研 諏訪事務所 諏訪市 中洲 3015-1 TK ビル 3F 

2035 (株)ＮＴＴ東日本－長野  長野市 新田町 1137-5 

2036 (株)綜企画設計 西東京支店 立川市 柴崎町 3-9-7 

2037 (株)三水コンサルタント 長野事務所 上田市 上野 151-2 

2006 (株)中部測地研究所  諏訪市 大字湖南 801-1 

2038 (株)タイヨーエンジニヤ  東御市 滋野乙 1302 

2039 ＮＴＣコンサルタンツ(株) 長野営業所 上水内郡信濃町 野尻 652-1 

2040 (株)内田測量 松本支店 松本市 深志 3-8-12 

2041 日立造船(株) 東京本社 品川区 南大井 6-26-3 

2042 技建開発(株)  飯田市 毛賀 1382 

2043 (株)環境計画  伊那市 西町 5018 

2044 黒田整地開発(株)  長野市 大字柳原 1494-7 

2020 (株)嶺水 茅野支店 茅野市 本町西 5-34 

2045 日本綜合建設(株) 松本支店 松本市 島内東方 5037-1 

2046 (株)土木管理総合試験所 松本営業所 松本市 島内 4205-1 
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2047 中外テクノス(株) 中部支社 名古屋市 守山区花咲台 2-303 

2048 (株)ワイド 諏訪支店 茅野市 玉川神之原 4442-3 

2049 (有)エンジニヤエヌディー  安曇野市 豊科 4319 

2050 パシフィックコンサルタンツ(株) 長野事務所 長野市 中御所町 4-2 

2051 (株)日本環境工学設計事務所 長野事務所 須坂市 望岳台 15-13 

2018 新日本設計(株) 岡谷営業所 岡谷市 川岸中 2-4-15 

2052 (株)アーキディアック  松本市 大字島立 1132-25 

2053 (株)宮本忠長建築設計事務所  長野市 大字柳原 1875-1 

2054 (有)アルプス調査所  安曇野市 堀金三田 1828 

2014 アジア航測(株) 長野営業所 長野市 大字鶴賀 751-6 大成第 2 ビル 

2055 昭和(株) 松本営業所 松本市 深志 1-2-8 

2056 (株)パスコ 長野支店 長野市 緑町 1605-14 

2022 (株)協同コンサル  諏訪郡下諏訪町 西赤砂 4348-9 

2005 (株)エイト日本技術開発 長野事務所 長野市 篠ノ井会 234 

2057 (株)北国コンサル  伊那市 西春近 9099 

2009 綜合地質コンサルタント(株)  長野市 稲里中氷鉋 1085-7 

2058 (株)大建設計 名古屋事務所 名古屋市 中区栄 2-6-1 

2059 いであ(株) 長野営業所 東御市 八重原 2686-13 

2060 日本上下水道設計(株) 中南信出張所 安曇野市 豊科 4594-3 

2061 (株)極東技工コンサルタント 長野事務所 長野市 松代町大室 1550-3 

2062 (株)みすず綜合コンサルタント 松本営業所 松本市 大村 362 

2063 (有)なとり設計  岡谷市 田中町 1-9-2 

2021 (株)山庄コンサル  諏訪市 大字中洲 5689-5 

2064 諏訪総合設計(株)  岡谷市 大栄町 1-10-10 

2010 (株)建設技術研究所 長野事務所 長野市 大字鶴賀 629-1 

2016 (株)アンドー 諏訪営業所 茅野市 金沢 5650 

2065 (株)ウォーターエージェンシー 諏訪営業所 諏訪市 大字四賀 1898-1 

2012 国際航業(株) 長野営業所 長野市 鶴賀緑町1393-3 富士火災長野ビル 2F 

2066 中部測量(株) 岡谷営業所 岡谷市 川岸西 1-6-16 

2067 (株)共栄測量設計社  長野市 大字柳原 344-3 

2068 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)  横浜市 西区みなとみらい 4-4-2 

2069 勝間田建設(株)  飯田市 松尾町 3-19 

2070 アルファ設計(株)  諏訪郡下諏訪町 4644-2 

2071 東日本電信電話(株) 長野支店 長野市 大字南長野新田町 1137-5 

2072 (株)地域計画建築研究所 名古屋事務所 名古屋市 中区錦 1-19-24 名古屋第一ビル 
 


