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業者コード 商号または名称 営業所名 市区町村 住　　所

2015 （株）サクセン 松本市 双葉6-1

2024 （株）日産技術コンサルタント 東京支社 港区 浜松町1-23-2

2002 （株）アルプス 岡谷市 田中町1-4-26

2011 （株）環境フレックス 長野営業所 佐久市 志賀1373

2025 （株）第一設計 長野市 西尾張部256-4

2026 （株）馬場設計 甲府市 塩部4-15-8

2001 （株）中部設計 富山市 本町10-2

2027 （株）エース 伊那市 西箕輪7884-1

2028 キタイ設計（株） 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 岡田町215-1

2030 中日本建設コンサルタント（株） 長野事務所 長野市 川中島町四ツ屋1365-151

2031 （株）三友設備設計事務所 長野市 柳原2360-8

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

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 沖田町2-123-1

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

2040 （株）内田測量 松本支店 松本市 深志3-8-12

2043 （株）環境計画 伊那市 西町5018

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180-5

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

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

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
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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 稲里町中氷鉋1085-7

2058 （株）大建設計 名古屋事務所 名古屋市 東区泉2-27-14

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） 長野事務所 長野市 南千歳1-3-7

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

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

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

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

2003 一般財団法人日本気象協会 長野支店 長野市 南県町1041-3

2073 （株）エスイイシイ 江東区 佐賀1-1-16

2074 ㈱両角測量 茅野市 塚原2-4-6

2075 ㈱環境科学研究所 名古屋市 北区若鶴町152

2076 東京テクニカル・サービス㈱ 浦安市 今川4-12-38-1

2077 ㈱環境計画 伊那市 西町7227-2383

2078 ㈱昭和設計 長野市 差出南1-6-22

2079 ㈱日水コン 長野事務所 長野市 真島町真島1292

2080 ㈱アサノ大成基礎エンジニアリング 北信越支社 長野市 篠ノ井塩崎明戸1811-3-102

2081 ㈱宮本忠長建築設計事務所 長野市 大字柳原1875-1

2082 一般社団法人長野県労働基準協会連合会 諏訪測定所 諏訪市 沖田町4-12

2083 ㈱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

2084 城取建築設計事務所 伊那市 西町5561

2085 日建技術コンサルタント 東京支社 新宿区 西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング

2086 アジア航測㈱ 長野営業所 長野市 大字鶴賀751-6 大成第2ビル

2087 基幹構造㈱ 中部支店 富士見町 境広原12067-600-と263

2089 共和設計㈱ 長野市 差出南3-7-4

2090 ㈱環境技術研究所 東京支店 千代田区 東神田2-10-16

2091 ㈱グラフィック 松本市 井川城3-3-8-5

2092 ㈱中央設計技術研究所 長野事務所 長野市 三輪4-6-2
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2093 ㈱エックス都市研究所 中部事務所 名古屋市 中村区名駅3-22-8

2094 北陽建設㈱ 大町市 社5377

2095 東洋設計 金沢市 諸江町中丁214


