
測量・建設コンサル業者一覧（平成３０年１月１日現在）
商号名称 住所

（株）アートスタッフ建築事務所 島根県益田市幸町８‐１
アールテックコンサルタント（株） 東京都品川区大崎１‐１１‐３
（株）アイ・コミュニケーション 島根県松江市北陵町４６‐４
（株）アイ・ティー・シー 広島支店 広島県広島市西区中広町３‐３‐１８
アイ・ねっと（株） 島根県松江市朝日町４６０‐１０
（株）アキバ 島根県松江市宍道町東来待９７６‐７
（株）アコード 鳥取営業所 鳥取県鳥取市西品治８１９‐６
朝日航洋（株） 山口支店 山口県山口市小郡黄金町１１‐３１
（株）アサヒテクノリサーチ 広島県大竹市晴海２‐１０‐２２
アジア航測（株） 出雲営業所 島根県出雲市今市町北本町１‐１‐３　セントラルビル
（株）アスコ大東 神戸支社 兵庫県神戸市灘区灘南通５‐４‐１５
（株）アテナ 島根県松江市内中原町２２６‐３
（株）アドバンスネット成和 島根県益田市かもしま東町４‐１０
（株）アトラス 津和野営業所 島根県鹿足郡津和野町高峯５６６‐１
（株）荒谷建設コンサルタント 益田事務所 島根県益田市あけぼの本町５‐１２
（株）阿波設計事務所 岡山支店 岡山県岡山市北区柳町２‐６‐２５
（株）イ・エス・エス 東京都文京区小石川１‐１‐１７
石川建築設計室 島根県鹿足郡津和野町後田ロ２７７‐６
（株）石本建築事務所 大阪オフィス 大阪府大阪市中央区南本町２‐６‐１２
イズテック（株） 西部営業所 島根県益田市高津５‐２８‐２２
出雲グリーン（株） 益田営業所 島根県益田市駅前町２８‐２０
（有）一級建築士事務所ヤマシタ設計 島根県益田市高津１‐８‐３５
いであ（株） 山陰営業所 島根県松江市古志原２‐２２‐３１
（株）イビソク 広島営業所 広島県広島市安佐北区落合南７‐７‐１１
（有）石見開発調査設計 島根県益田市安富町２４３１‐１
（一社）いわみ公共嘱託登記土地家屋調査士協会 島根県益田市昭和町１２‐２５
ヴェオリア・ジェネッツ（株） 中・四国支店 愛媛県松山市一番町１‐１５‐２松山一番町ビル４Ｆ
（株）ウエスコ 益田営業所 島根県益田市あけぼの東町７‐２タウンあけぼの
（株）エイエム建設 コンサルタント石見西事務所 島根県鹿足郡津和野町後田ロ６９
（株）ＨＥＲ 兵庫県加西市網引町２００１‐３９
（株）エイテック 益田営業所 島根県益田市須子町４２‐９
（株）エイト日本技術開発 浜田支店 島根県浜田市熱田町２０‐１
（株）エヌ・イーサポート 松江営業所 島根県松江市上乃木６‐２‐５９
（株）ＮＳＰ設計 広島県広島市中区東千田町２‐９‐５７　広電タワービル
（株）ＮＪＳ 山陰出張所 島根県松江市大正町４５５‐１
（株）ＮＴＴファシリティーズ 中国支店 広島県広島市中区東白島町１４‐１５
（株）エブリプラン 島根県松江市北陵町４６‐６
（株）エルクコンサルタント 兵庫県神戸市中央区御幸通４‐２‐９
応用地質（株） 広島支店 広島県広島市佐伯区旭園３‐３３
（有）大石建築事務所 島根県益田市乙吉町イ３３６‐７
（株）オーシスマップ 兵庫県養父市八鹿町八鹿１２６４‐１１
（株）オオバ 広島支店 広島県広島市中区銀山町４‐１７
大旗連合建築設計（株） 広島県広島市中区大手町３‐３‐２７
（株）岡崎測量 島根県益田市高津２‐１７‐９
オリエンタル測量（株） 島根県益田市須子町４２‐９
オリジナル設計（株） 島根西営業所 島根県浜田市三隅町三隅３３２‐２
（株）カイハツ 益田営業所 島根県益田市乙吉町イ３２７‐６
（学）香川学園  宇部環境技術センター 山口県宇部市文京町４‐２３
桂設計研究室 島根県鹿足郡津和野町河村３４８
（株）環境技術研究所 大阪府大阪市西区阿波座１‐３‐１５
（有）環境設備計画 島根県出雲市知井宮町２３７‐９
（株）かんこう 中国営業所 広島県広島市西区横川町３‐８‐１０　第２はんどうビル
（株）気象工学研究所 大阪府大阪市西区京町堀１‐８‐５
基礎地盤コンサルタンツ（株） 島根事務所 島根県松江市比津が丘１‐１０‐２４
キタイ設計（株） 松江事務所 島根県松江市古曽志町５６７‐３６１
（株）教育施設研究所 広島事務所 広島県広島市西区楠木町４‐１４‐２
（株）ぎょうせい 中国支社 広島県広島市中区三川町２‐１０　愛媛ビル・広島５階
共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満５‐１０‐１４
（株）共立エンジニヤ 浜田支店 島根県浜田市熱田町２０‐１
協和地建コンサルタント（株） 島根県松江市東津田町１３２６‐１
（有）近代設計 島根県浜田市三隅町三隅４０３‐１
（株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場１‐１７‐１１
（株）Ｋ構造研究所 広島県広島市南区金屋町２‐１５
（一財）経済調査会 中国支部 広島県広島市中区基町１３‐１３
ケーシーコンサルタント（株） 浜田営業所 島根県浜田市笠柄町１２３
（株）建設技術研究所 島根事務所 島根県益田市乙吉町イ３３６‐４
（株）建築技術センター 島根県松江市北田町３５‐３
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（協）建築技術センター 島根県松江市北田町３５‐３
（有）香山壽夫建築研究所 東京都文京区本郷２‐１２‐１０
国際航業（株） 山陰営業所 島根県松江市朝日町４８４‐１６
国土情報開発（株） 東京都世田谷区池尻２‐７‐３
（株）コスモ建設コンサルタント 西部営業所 島根県江津市松川町市村１４２
（株）コスモブレイン 島根県松江市上乃木７‐９‐１６
（株）コラム建築設計事務所 島根県大田市久手町波根西７７７‐１
（株）坂本建築設計事務所 島根県松江市殿町９７
さくら設計（株） 山口県宇部市東小串１‐１‐２０
山陰開発コンサルタント（株） 島根県松江市乃木福富町３８３‐１
（株）三建技術 島根県益田市中吉田町３６４‐２
（株）三水コンサルタント 山口事務所 山口県山口市吉敷佐畑１ー５ー２４
（株）サンワ 益田営業所 島根県益田市高津七‐１６‐２３
（株）ジェクト 浜田営業所 島根県浜田市下府町１５７９‐１
四国環境整備興業（株） 山口営業所 山口県山口市維新公園２‐３‐１２
（株）シブタニ測量 島根県益田市東町１番３３号
島建コンサルタント（株） 浜田事務所 島根県浜田市内村町２３２‐１
（株）シマダ技術コンサルタント 益田営業所 島根県益田市遠田町１９５６‐２０
（公財）島根県環境保健公社 島根県松江市古志原１‐４‐６
写測エンジニアリング（株） 島根事務所 島根県松江市西川津町８１１‐２
（株）昭和測量設計事務所 島根県益田市高津４‐１４‐６
（有）真建築設計事務所 島根県松江市雑賀町２１５
（株）水環コンサルタント 宮崎県宮崎市大字本郷南方３９８９‐１関屋第一ビル１０８
スタジオ・カナ一級建築士事務所 島根県松江市奥谷町２５３‐６
（株）静環検査センター 広島営業所 広島県広島市中区十日市町２‐３‐８　空鞘ビル２０２
石州測量設計（株） 島根県鹿足郡津和野町枕瀬５７５‐１３
セントラルコンサルタント（株） 島根営業所 島根県松江市殿町２９５‐３
（株）ゼンリン 中国エリア統括部 広島県広島市東区光町１‐１０‐１９　日本生命広島光町ビル２階
（株）綜企画設計 広島支店 広島県広島市南区稲荷町２‐１４
（株）総合技研設計 島根県出雲市西林木町１０‐３
測地技研（株） 島根県邑智郡邑南町三日市１２‐８
第一コンテク（株） 広島県広島市安佐北区安佐町飯室４８４７‐１
（株）第一総合エンジニア 広島県広島市安佐南区川内二丁目３‐５３‐７
（株）大建コンサルタント 島根県益田市大谷町５５
（株）大建設計 広島事務所 広島県広島市中区胡町４‐２８
（株）大広エンジニアリング 山陰営業所 島根県鹿足郡津和野町後田ロ１９２‐４
大正測量設計（株） 島根営業所 島根県鹿足郡吉賀町六日市７９３
大日本コンサルタント（株） 島根営業所 島根県出雲市西郷町３３６
（株）太陽建設コンサルタント 島根県松江市嫁島町１２‐２
（株）大隆設計 益田営業所 島根県益田市久城町９２０‐１３
（株）ダイワ測量 島根県江津市嘉久志町イ６２２‐４
大和リース（株） 山陰営業所 島根県松江市学園南１‐１５‐１０
高津川森林組合 島根県益田市横田町４５４‐１
（株）竹下技術コンサルタント 浜田営業所 島根県浜田市上府町イ４２９
ダックケーブル（株） 広島県広島市中区鶴見町４‐２５
（株）巽設計コンサルタント 山陰事務所 島根県江津市黒松町３６５‐１
（有）田原建築設計事務所 島根県浜田市田町１１６‐１７
（株）地域環境システム研究所 大阪府大阪市北区豊崎３‐１０‐２
（株）地域計画工房 広島県広島市西区楠木町１‐１４‐１０‐２０２
中央開発（株） 中国支店 広島県広島市西区中広町３‐１４‐１５
（株）中央技術コンサルタンツ 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南１‐３‐１
（株）中央ジオマチックス 広島営業所 広島県広島市中区千田町１‐８‐３
中外テクノス（株） 広島県広島市西区横川新町９‐１２
中国開発調査（株） 広島県広島市西区庚午中２‐１３‐２４
中国セントラルコンサルタント（株） 広島県広島市西区楠木町１‐９‐７
中電技術コンサルタント（株） 浜田営業所 島根県浜田市黒川町１２９‐５
（株）長大 島根営業所 島根県出雲市浜町５１３‐２
（有）テクニカルグループ 島根県益田市横田町３７６‐２
（株）テクノシステム 島根県出雲市神門町７３５‐３
（株）寺本建築都市研究所 島根県松江市外中原町２１６‐５
電気興業（株） 広島支店 広島県広島市中区西十日市町１０‐９
（株）東京商工リサーチ 山口支店 山口県周南市御幸通２‐２２
（株）東京設計事務所 広島支所 広島県広島市中区中町７‐４１　広島三栄ビル
東和環境科学（株） 山陰営業所 島根県松江市古志原２‐２２‐３１
（株）東和テクノロジー 山陰営業所 島根県松江市上乃木３‐１０‐１
（株）トーワエンジニアリング 島根県出雲市荻杼町４２０‐１
（株）徳岡設計 大阪府大阪市北区西天満６‐３‐１１‐２０５
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都市環境整備（株） 益田支社 島根県益田市高津町イ２５７１‐２
（株）都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町２‐１３‐５
（株）内藤建築事務所 広島事務所 広島県広島市東区光町１‐１３‐２０
ながさき設計事務所 島根県松江市寺町１８７‐３
中日本建設コンサルタント（株） 島根事務所 島根県浜田市相生町３８８０
（株）中林建築設計事務所 島根県出雲市今市町北本町５‐４‐３
（有）ナック建築事務所 島根県出雲市塩冶町１２８７
（株）浪速技研コンサルタント 広島事務所 広島県広島市中区舟入本町４‐１０
南海測量設計（株） 愛媛県松山市中村３‐１‐７
ニチレキ（株） 島根営業所 島根県出雲市斐川町荘原２４２０
（株）日建技術コンサルタント 島根事務所 島根県益田市中島町ロ１２４‐１
（株）日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央１‐１７‐９
日進測量（株） 岡山県岡山市中区清水３６６‐２
（株）日水コン 島根事務所 島根県松江市学園南２‐１６‐２
（株）日西テクノプラン 益田営業所 島根県益田市須子町４２‐９
日発技研（株） 島根県松江市灘町１‐４３
（株）日本海技術コンサルタンツ 島根県松江市宍道町西来待２５７０‐１
（一財）日本環境衛生センター 西日本支局 福岡県大野城市白木原３‐５‐１１
（株）日本環境工学設計事務所 東京都千代田区神田神保町２‐７‐３
日本環境分析センター（株） 大阪府摂津市千里丘５‐１６‐２１
（一社）日本公園緑地協会 東京都千代田区岩本町３‐９‐１３　岩本町寿共同ビル
（一財）日本消防設備安全センター 東京都港区虎ノ門２‐９‐１６
日本水工設計（株） 山陰事務所 島根県雲南市木次町木次７９９‐２
（株）日本都市工学設計 浜田営業所 島根県浜田市金城町下来原１０２９
日本メンテナスエンジニヤリング（株） 中国支店 広島県広島市南区京橋町８‐１８
（株）ニュージェック 島根事務所 島根県出雲市灘分町２２７２
（株）バイタルリード 島根県出雲市荻杼町２７４‐２
パシフィックコンサルタンツ（株）山陰事務所 島根県松江市末次本町４６
（株）パスコ 島根営業所 島根県松江市松江市北陵町３４
（有）万設計 島根県益田市あけぼの本町４‐３
フィールドコンサルタント（株） 広島県広島市南区東雲３‐１１‐４
（株）鞴建築設計舎 島根県鹿足郡吉賀町真田１３４２‐１
（株）福山コンサルタント 島根営業所 島根県松江市朝日町４７７‐１７
フコク電興（株） 福岡県福岡市博多区山王１‐１５‐８
（株）藤井基礎設計事務所 西部事務所 島根県江津市渡津町５８２‐２
（株）藤井測量設計 島根県益田市乙吉町イ３４６‐４
フジ地中情報（株） 広島支店 広島県広島市西区庚午北２‐１６‐４シャムロックビル
復建調査設計（株） 浜田事務所 島根県浜田市田町１６９８
（株）古川コンサルタント 益田営業所 島根県益田市乙吉町イ３２７‐６
北陽技建（株） 島根県出雲市荻杼町５３‐２
北海道地図（株） 東京支店 東京都千代田区平河町２‐６‐１
（有）ＭａｓＭａｓ 広島県広島市南区段原南２‐２‐３
益美コンサルタント（株） 島根県益田市美都町仙道９１５‐１
街角企画（株） 大阪府大阪市北区天神橋１‐１‐１
（有）松江測地社  益田支店 島根県益田市高津２‐１７‐９
（株）ミズキコンプライアンス 広島県広島市東区光町２‐１‐２４
（株）みずほ設計 島根県出雲市姫原３‐６‐６
（株）宮建築設計 徳島県徳島市福島１‐５‐６
（株）村田相互設計 広島県広島市中区舟入南４‐２０‐８
モリヤマ設計 島根県出雲市西園町２２７
八千代エンジニヤリング（株） 広島支店 広島県広島市東区光町１‐１３‐２０
矢野建築設計事務所（有） 島根県松江市上乃木４‐１‐８
（公財）山口県予防保健協会 山口県山口市吉敷下東３‐１‐１
（有）　日本開発 島根県益田市高津６‐２８‐１３
（株）横河建築設計事務所 大阪事務所 大阪府大阪市中央区平野町２‐６‐６
（株）四航コンサルタント 広島営業所 広島県広島市安佐南区東原１‐１６‐５‐３０５
（株）ＬＡＴ環境クリエイト 山陰支店 島根県松江市袖師町９‐３８互幸ビル
ランドブレイン（株） 松江事務所 島根県松江市山代町５２２‐３
（株）レーモンド設計事務所 東京都渋谷区代々木５‐５８‐１
（株）ワーパス 鳥取県米子市米原８‐２‐２３
（株）ワールド測量設計 浜田営業所 島根県浜田市長沢町３０７４


