
八幡平市営建設工事等請負資格者名簿
（建設関連業務）

（令和４年４月１日～令和６年３月31日 適用）

令和５年１月１日 現在



1 堀内建築設計事務所 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６７番地２ 建築一般

1 堀内建築設計事務所 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６７番地２ 意匠

1 堀内建築設計事務所 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６７番地２ 構造

1 堀内建築設計事務所 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６７番地２ 暖冷房

1 堀内建築設計事務所 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６７番地２ 衛生

1 堀内建築設計事務所 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６７番地２ 電気

1 堀内建築設計事務所 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６７番地２ 建築積算

1 堀内建築設計事務所 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６７番地２ 機械積算

1 堀内建築設計事務所 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６７番地２ 電気積算

1 堀内建築設計事務所 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６７番地２ 調査

1 堀内建築設計事務所 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６７番地２ 工事監理（建築）

1 堀内建築設計事務所 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６７番地２ 工事監理（電気）

1 堀内建築設計事務所 市内 岩手県八幡平市大更第２５地割６７番地２ 工事監理（機械）

2 株式会社北東地質ボーリング 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割６７番地４ 土質及び基礎

2 株式会社北東地質ボーリング 市内 岩手県八幡平市大更第２４地割６７番地４ 地質調査

彩・オリジナル一級建築事務所 市内 岩手県八幡平市平舘第１３地割６６番地 建築一般

彩・オリジナル一級建築事務所 市内 岩手県八幡平市平舘第１３地割６６番地 意匠

彩・オリジナル一級建築事務所 市内 岩手県八幡平市平舘第１３地割６６番地 調査

彩・オリジナル一級建築事務所 市内 岩手県八幡平市平舘第１３地割６６番地 工事監理（建築）

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 測量一般

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 地図の調整

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 航空測量

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 河川、砂防及び海岸・海洋

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 湾港及び空港

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 電力土木

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 道路

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 鉄道

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 上水道及び工業用水

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 下水道

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 農業土木

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 森林土木

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 水産土木

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 廃棄物

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 造園

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 都市計画及び地方計画

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 地質

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 土質及び基礎

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 鋼構造及びコンクリート

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ トンネル

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 施工計画、施工設備及び積算

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 建設環境

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 機械

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 電気電子

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 土地区画整理事業

1001 株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル８Ｆ 地質調査

1002 有限会社アティック建築事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７９番地１８ 建築一般

1002 有限会社アティック建築事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７９番地１８ 意匠

1002 有限会社アティック建築事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７９番地１８ 構造

1002 有限会社アティック建築事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７９番地１８ 暖冷房

1002 有限会社アティック建築事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７９番地１８ 衛生

1002 有限会社アティック建築事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７９番地１８ 電気

1002 有限会社アティック建築事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７９番地１８ 建築積算

1002 有限会社アティック建築事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７９番地１８ 機械積算

1002 有限会社アティック建築事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７９番地１８ 電気積算

1002 有限会社アティック建築事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７９番地１８ 調査

1002 有限会社アティック建築事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７９番地１８ 工事監理（建築）

1002 有限会社アティック建築事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７９番地１８ 工事監理（電気）

1002 有限会社アティック建築事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７９番地１８ 工事監理（機械）

1002 有限会社アティック建築事務所 盛岡広域 岩手県滝沢市大釜大畑７９番地１８ 耐震診断

1003 有限会社山添建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市開運橋通４番２８号開成プラザ６０３号室 建築一般

1003 有限会社山添建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市開運橋通４番２８号開成プラザ６０３号室 意匠

1003 有限会社山添建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市開運橋通４番２８号開成プラザ６０３号室 構造

1003 有限会社山添建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市開運橋通４番２８号開成プラザ６０３号室 建築積算

1003 有限会社山添建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市開運橋通４番２８号開成プラザ６０３号室 調査

1003 有限会社山添建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市開運橋通４番２８号開成プラザ６０３号室 工事監理（建築）

1004 エヌエス環境株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４－３－３３ 測量一般

1004 エヌエス環境株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４－３－３３ 廃棄物

1004 エヌエス環境株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４－３－３３ 地質

1004 エヌエス環境株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４－３－３３ 建設環境

1004 エヌエス環境株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４－３－３３ 地質調査

1005 有限会社山内光建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目１１番１３号 意匠

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 測量一般

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 地図の調整

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 航空測量

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 建築一般

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 構造

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 耐震診断
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1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 地区計画及び地域計画

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 河川、砂防及び海岸・海洋

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 道路

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 上水道及び工業用水

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 下水道

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 農業土木

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 都市計画及び地方計画

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 土質及び基礎

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 鋼構造及びコンクリート

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 施工計画、施工設備及び積算

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 建設環境

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 地質調査

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 土地調査

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 物件

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 営業補償・特殊補償

1006 内外エンジニアリング株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本町通２丁目１１－３１ 事業損失

1007 ネクストプランニング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘一丁目２６－５２安部ビル２０４号室 測量一般

1007 ネクストプランニング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘一丁目２６－５２安部ビル２０４号室 河川、砂防及び海岸・海洋

1007 ネクストプランニング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘一丁目２６－５２安部ビル２０４号室 道路

1007 ネクストプランニング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘一丁目２６－５２安部ビル２０４号室 地質調査

1008 株式会社鈴木測量設計盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１１番２２号 測量一般

1008 株式会社鈴木測量設計盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１１番２２号 地図の調整

1008 株式会社鈴木測量設計盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１１番２２号 航空測量

1008 株式会社鈴木測量設計盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１１番２２号 道路

1008 株式会社鈴木測量設計盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１１番２２号 土地調査

1008 株式会社鈴木測量設計盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１１番２２号 物件

1008 株式会社鈴木測量設計盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市愛宕町１１番２２号 機械工作物

1009 株式会社ベック・エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山二丁目１９番３５号　Ｅｃｏｌｌｏ青山ビル２０２ 暖冷房

1009 株式会社ベック・エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山二丁目１９番３５号　Ｅｃｏｌｌｏ青山ビル２０２ 衛生

1009 株式会社ベック・エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山二丁目１９番３５号　Ｅｃｏｌｌｏ青山ビル２０２ 電気

1009 株式会社ベック・エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山二丁目１９番３５号　Ｅｃｏｌｌｏ青山ビル２０２ 機械積算

1009 株式会社ベック・エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山二丁目１９番３５号　Ｅｃｏｌｌｏ青山ビル２０２ 電気積算

1009 株式会社ベック・エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山二丁目１９番３５号　Ｅｃｏｌｌｏ青山ビル２０２ 工事監理（電気）

1009 株式会社ベック・エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山二丁目１９番３５号　Ｅｃｏｌｌｏ青山ビル２０２ 工事監理（機械）

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 測量一般

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 地図の調整

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 航空測量

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 河川、砂防及び海岸・海洋

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 湾港及び空港

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 電力土木

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 道路

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 鉄道

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 上水道及び工業用水

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 下水道

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 農業土木

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 森林土木

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 水産土木

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 廃棄物

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 造園

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 都市計画及び地方計画

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 地質

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 土質及び基礎

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 鋼構造及びコンクリート

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 トンネル

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 施工計画、施工設備及び積算

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 建設環境

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 機械

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 電気電子

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 土地区画整理事業

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 地質調査

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 土地調査

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 土地評価

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 物件

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 機械工作物

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 営業補償・特殊補償

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 事業損失

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 補償関連

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 総合補償

1010 朝日航洋株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１番１号 不動産鑑定

1011 富士コンサルタンツ株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル６－Ｂ 河川、砂防及び海岸・海洋

1011 富士コンサルタンツ株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル６－Ｂ 道路

1011 富士コンサルタンツ株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル６－Ｂ 鉄道

1011 富士コンサルタンツ株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２　菱和ビル６－Ｂ 鋼構造及びコンクリート

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 意匠

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 構造

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 暖冷房

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 衛生

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 電気
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1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 調査

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 工事監理（建築）

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 工事監理（電気）

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 工事監理（機械）

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 耐震診断

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 地区計画及び地域計画

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 河川、砂防及び海岸・海洋

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 湾港及び空港

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 電力土木

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 道路

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 上水道及び工業用水

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 下水道

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 造園

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 都市計画及び地方計画

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 地質

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 土質及び基礎

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 鋼構造及びコンクリート

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 トンネル

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 施工計画、施工設備及び積算

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 建設環境

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 電気電子

1012 株式会社ニュージェック岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目２番５号 地質調査

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 建築一般

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 意匠

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 構造

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 暖冷房

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 衛生

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 電気

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 建築積算

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 機械積算

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 電気積算

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 調査

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 工事監理（建築）

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 工事監理（電気）

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 工事監理（機械）

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 耐震診断

1013 株式会社武田菱設計 盛岡広域 岩手県盛岡市志家町４番１１号 地区計画及び地域計画

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 測量一般

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 地図の調整

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 航空測量

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 意匠

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 建築積算

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 調査

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 耐震診断

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 地区計画及び地域計画

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 道路

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 下水道

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 農業土木

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 造園

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 都市計画及び地方計画

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 土質及び基礎

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 建設環境

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 土地区画整理事業

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 土地調査

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 土地評価

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 物件

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 機械工作物

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 営業補償・特殊補償

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 事業損失

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 補償関連

1014 昭和株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町１番５号 総合補償

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 意匠

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 構造

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 暖冷房

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 衛生

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 電気

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 建築積算

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 機械積算

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 電気積算

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 調査

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 工事監理（建築）

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 工事監理（電気）

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 工事監理（機械）

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 耐震診断

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 河川、砂防及び海岸・海洋

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 湾港及び空港

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 電力土木

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 上水道及び工業用水
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1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 下水道

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 農業土木

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 水産土木

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 廃棄物

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 都市計画及び地方計画

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 地質

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 土質及び基礎

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 鋼構造及びコンクリート

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 トンネル

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 施工計画、施工設備及び積算

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 建設環境

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 機械

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 電気電子

1015 日本水工設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 地質調査

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 建築一般

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 意匠

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 構造

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 暖冷房

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 衛生

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 電気

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 建築積算

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 機械積算

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 電気積算

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 調査

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 工事監理（建築）

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 工事監理（電気）

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 工事監理（機械）

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 耐震診断

1016 有限会社環境計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘三丁目１６番５号 地区計画及び地域計画

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 河川、砂防及び海岸・海洋

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 湾港及び空港

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 道路

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 鉄道

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 下水道

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 都市計画及び地方計画

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 地質

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 土質及び基礎

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 鋼構造及びコンクリート

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 トンネル

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 施工計画、施工設備及び積算

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 建設環境

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 電気電子

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 土地区画整理事業

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 地質調査

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 土地調査

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 物件

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 事業損失

1017 中央復建コンサルタンツ株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１８号 補償関連

1018 有限会社角舘稲葉設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市稲荷町２番５６号 意匠

1018 有限会社角舘稲葉設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市稲荷町２番５６号 構造

1018 有限会社角舘稲葉設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市稲荷町２番５６号 暖冷房

1018 有限会社角舘稲葉設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市稲荷町２番５６号 衛生

1018 有限会社角舘稲葉設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市稲荷町２番５６号 電気

1018 有限会社角舘稲葉設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市稲荷町２番５６号 建築積算

1018 有限会社角舘稲葉設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市稲荷町２番５６号 機械積算

1018 有限会社角舘稲葉設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市稲荷町２番５６号 電気積算

1018 有限会社角舘稲葉設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市稲荷町２番５６号 調査

1018 有限会社角舘稲葉設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市稲荷町２番５６号 工事監理（建築）

1018 有限会社角舘稲葉設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市稲荷町２番５６号 工事監理（電気）

1018 有限会社角舘稲葉設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市稲荷町２番５６号 工事監理（機械）

1018 有限会社角舘稲葉設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市稲荷町２番５６号 耐震診断

1019 株式会社現代建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市青山一丁目１９番４９号 建築一般

1019 株式会社現代建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市青山一丁目１９番４９号 意匠

1019 株式会社現代建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市青山一丁目１９番４９号 構造

1019 株式会社現代建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市青山一丁目１９番４９号 暖冷房

1019 株式会社現代建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市青山一丁目１９番４９号 衛生

1019 株式会社現代建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市青山一丁目１９番４９号 電気

1019 株式会社現代建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市青山一丁目１９番４９号 建築積算

1019 株式会社現代建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市青山一丁目１９番４９号 機械積算

1019 株式会社現代建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市青山一丁目１９番４９号 電気積算

1019 株式会社現代建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市青山一丁目１９番４９号 調査

1019 株式会社現代建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市青山一丁目１９番４９号 工事監理（建築）

1019 株式会社現代建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市青山一丁目１９番４９号 工事監理（電気）

1019 株式会社現代建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市青山一丁目１９番４９号 工事監理（機械）

1019 株式会社現代建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市青山一丁目１９番４９号 耐震診断

1020 中央開発株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央３丁目１８－５０－１１ 河川、砂防及び海岸・海洋

1020 中央開発株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央３丁目１８－５０－１１ 湾港及び空港

1020 中央開発株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央３丁目１８－５０－１１ 道路
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1020 中央開発株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央３丁目１８－５０－１１ 下水道

1020 中央開発株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央３丁目１８－５０－１１ 農業土木

1020 中央開発株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央３丁目１８－５０－１１ 都市計画及び地方計画

1020 中央開発株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央３丁目１８－５０－１１ 地質

1020 中央開発株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央３丁目１８－５０－１１ 土質及び基礎

1020 中央開発株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央３丁目１８－５０－１１ 鋼構造及びコンクリート

1020 中央開発株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央３丁目１８－５０－１１ トンネル

1020 中央開発株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央３丁目１８－５０－１１ 建設環境

1020 中央開発株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田中央３丁目１８－５０－１１ 地質調査

1021 株式会社岩手補償コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市永井２３地割１７番地１ 物件

1021 株式会社岩手補償コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市永井２３地割１７番地１ 営業補償・特殊補償

1021 株式会社岩手補償コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市永井２３地割１７番地１ 事業損失

1022 株式会社メック東日本 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号 測量一般

1022 株式会社メック東日本 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号 河川、砂防及び海岸・海洋

1022 株式会社メック東日本 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号 森林土木

1022 株式会社メック東日本 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号 土質及び基礎

1022 株式会社メック東日本 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目１５番１７号 地質調査

1023 株式会社岩手建設コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番２号 測量一般

1023 株式会社岩手建設コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番２号 河川、砂防及び海岸・海洋

1023 株式会社岩手建設コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番２号 道路

1023 株式会社岩手建設コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番２号 農業土木

1023 株式会社岩手建設コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番２号 地質

1023 株式会社岩手建設コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番２号 土質及び基礎

1023 株式会社岩手建設コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番２号 鋼構造及びコンクリート

1023 株式会社岩手建設コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番２号 施工計画、施工設備及び積算

1023 株式会社岩手建設コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番２号 地質調査

1023 株式会社岩手建設コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番２号 土地調査

1023 株式会社岩手建設コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目３番２号 物件

1024 有限会社伊五沢設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４丁目８番４０号 建築一般

1024 有限会社伊五沢設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４丁目８番４０号 意匠

1024 有限会社伊五沢設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４丁目８番４０号 構造

1024 有限会社伊五沢設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４丁目８番４０号 暖冷房

1024 有限会社伊五沢設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４丁目８番４０号 衛生

1024 有限会社伊五沢設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４丁目８番４０号 電気

1024 有限会社伊五沢設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４丁目８番４０号 建築積算

1024 有限会社伊五沢設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４丁目８番４０号 機械積算

1024 有限会社伊五沢設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４丁目８番４０号 電気積算

1024 有限会社伊五沢設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４丁目８番４０号 工事監理（建築）

1024 有限会社伊五沢設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４丁目８番４０号 工事監理（電気）

1024 有限会社伊五沢設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４丁目８番４０号 工事監理（機械）

1024 有限会社伊五沢設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ４丁目８番４０号 耐震診断

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 測量一般

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 航空測量

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 河川、砂防及び海岸・海洋

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 道路

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 森林土木

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 地質

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 土質及び基礎

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 鋼構造及びコンクリート

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 建設環境

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 地質調査

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 土地調査

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 土地評価

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 物件

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 機械工作物

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 営業補償・特殊補償

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 事業損失

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 補償関連

1025 北光コンサル株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目３番３５号 総合補償

1026 株式会社復建エンジニヤリング岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目７番８号 河川、砂防及び海岸・海洋

1026 株式会社復建エンジニヤリング岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目７番８号 湾港及び空港

1026 株式会社復建エンジニヤリング岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目７番８号 道路

1026 株式会社復建エンジニヤリング岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目７番８号 鉄道

1026 株式会社復建エンジニヤリング岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目７番８号 下水道

1026 株式会社復建エンジニヤリング岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目７番８号 都市計画及び地方計画

1026 株式会社復建エンジニヤリング岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目７番８号 土質及び基礎

1026 株式会社復建エンジニヤリング岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目７番８号 鋼構造及びコンクリート

1026 株式会社復建エンジニヤリング岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目７番８号 トンネル

1026 株式会社復建エンジニヤリング岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目７番８号 施工計画、施工設備及び積算

1026 株式会社復建エンジニヤリング岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目７番８号 建設環境

1026 株式会社復建エンジニヤリング岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目７番８号 地質調査

1027 株式会社タックエンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 測量一般

1027 株式会社タックエンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 地図の調整

1027 株式会社タックエンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 航空測量

1027 株式会社タックエンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 河川、砂防及び海岸・海洋

1027 株式会社タックエンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 道路

1027 株式会社タックエンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 都市計画及び地方計画

1027 株式会社タックエンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 地質調査
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1027 株式会社タックエンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 土地調査

1027 株式会社タックエンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西二丁目３番２０号 物件

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 測量一般

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 地図の調整

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 航空測量

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 河川、砂防及び海岸・海洋

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 道路

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 下水道

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 都市計画及び地方計画

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 土質及び基礎

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 鋼構造及びコンクリート

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 トンネル

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 施工計画、施工設備及び積算

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 建設環境

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 地質調査

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 土地調査

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 事業損失

1028 株式会社エイテック盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目９番６号 補償関連

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 測量一般

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 地図の調整

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 航空測量

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 建築一般

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 地区計画及び地域計画

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 河川、砂防及び海岸・海洋

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 湾港及び空港

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 道路

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 鉄道

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 上水道及び工業用水

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 下水道

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 農業土木

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 森林土木

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 水産土木

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 廃棄物

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 造園

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 都市計画及び地方計画

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 地質

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 土質及び基礎

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 鋼構造及びコンクリート

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 トンネル

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 施工計画、施工設備及び積算

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 建設環境

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 土地区画整理事業

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 地質調査

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 土地調査

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 土地評価

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 物件

1029 株式会社パスコ盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市茶畑一丁目１７番１０号 不動産鑑定

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 測量一般

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 地図の調整

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 航空測量

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 河川、砂防及び海岸・海洋

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 湾港及び空港

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 電力土木

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 道路

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 鉄道

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 上水道及び工業用水

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 下水道

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 農業土木

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 森林土木

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 水産土木

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 都市計画及び地方計画

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 地質

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 土質及び基礎

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 鋼構造及びコンクリート

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 施工計画、施工設備及び積算

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 建設環境

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 土地区画整理事業

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 土地調査

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 土地評価

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 物件

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 機械工作物

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 営業補償・特殊補償

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 事業損失

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 補償関連

1030 株式会社北日本朝日航洋 盛岡広域 岩手県盛岡市門二丁目１－１ 総合補償

1031 城石不動産鑑定株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目３番６号 不動産鑑定

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 測量一般

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 地図の調整
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1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 建築一般

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 意匠

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 構造

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 暖冷房

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 衛生

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 電気

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 建築積算

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 機械積算

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 電気積算

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 調査

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 工事監理（建築）

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 工事監理（電気）

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 工事監理（機械）

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 耐震診断

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 河川、砂防及び海岸・海洋

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 道路

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 上水道及び工業用水

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 下水道

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 農業土木

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 森林土木

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 水産土木

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 廃棄物

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 造園

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 都市計画及び地方計画

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 地質

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 土質及び基礎

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 鋼構造及びコンクリート

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 トンネル

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 施工計画、施工設備及び積算

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 建設環境

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 機械

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 電気電子

1032 新日本設計株式会社東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮二丁目２３番１７号 地質調査

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 測量一般

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 地図の調整

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 航空測量

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 調査

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 地区計画及び地域計画

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 河川、砂防及び海岸・海洋

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 湾港及び空港

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 電力土木

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 道路

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 鉄道

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 上水道及び工業用水

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 下水道

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 農業土木

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 森林土木

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 水産土木

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 廃棄物

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 造園

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 都市計画及び地方計画

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 地質

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 土質及び基礎

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 鋼構造及びコンクリート

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 トンネル

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 施工計画、施工設備及び積算

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 建設環境

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 電気電子

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 土地区画整理事業

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 地質調査

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 土地調査

1033 国際航業株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市長田町６番７号 物件

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 測量一般

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 地図の調整

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 河川、砂防及び海岸・海洋

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 湾港及び空港

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 道路

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 下水道

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 農業土木

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 森林土木

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 水産土木

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 都市計画及び地方計画

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 地質

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 土質及び基礎

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 鋼構造及びコンクリート

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 トンネル

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 施工計画、施工設備及び積算

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 地質調査
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1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 土地調査

1034 東日設計コンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野三丁目５番４６－１０１号 物件

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 意匠

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 工事監理（建築）

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 工事監理（電気）

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 工事監理（機械）

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 地区計画及び地域計画

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 河川、砂防及び海岸・海洋

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 湾港及び空港

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 電力土木

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 道路

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 鉄道

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 上水道及び工業用水

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 下水道

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 農業土木

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 森林土木

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 水産土木

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 廃棄物

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 造園

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 都市計画及び地方計画

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 地質

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 土質及び基礎

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 鋼構造及びコンクリート

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 トンネル

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 施工計画、施工設備及び積算

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 建設環境

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 機械

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 電気電子

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 土地区画整理事業

1035 株式会社建設技術研究所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 地質調査

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 測量一般

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 地図の調整

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 航空測量

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 意匠

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 河川、砂防及び海岸・海洋

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 湾港及び空港

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 道路

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 鉄道

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 下水道

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 造園

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 都市計画及び地方計画

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 地質

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 土質及び基礎

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 鋼構造及びコンクリート

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 トンネル

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 施工計画、施工設備及び積算

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 建設環境

1036 大日本コンサルタント株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通一丁目１１番１３号 地質調査

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 測量一般

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 地図の調整

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 航空測量

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 河川、砂防及び海岸・海洋

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 道路

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 下水道

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 農業土木

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 水産土木

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 廃棄物

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 都市計画及び地方計画

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 地質

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 土質及び基礎

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 鋼構造及びコンクリート

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 建設環境

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 地質調査

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 土地調査

1037 株式会社防災技術コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂一丁目１１番１８号 物件

1038 株式会社日測盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目８番３０号 測量一般

1038 株式会社日測盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目８番３０号 地図の調整

1038 株式会社日測盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目８番３０号 航空測量

1038 株式会社日測盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目８番３０号 都市計画及び地方計画

1038 株式会社日測盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目８番３０号 土地区画整理事業

1038 株式会社日測盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目８番３０号 土地調査

1038 株式会社日測盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目８番３０号 物件

1038 株式会社日測盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目８番３０号 営業補償・特殊補償

1038 株式会社日測盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目８番３０号 事業損失

1038 株式会社日測盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北二丁目８番３０号 補償関連

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 測量一般

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 地図の調整

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 航空測量
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1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 建築一般

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 意匠

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 構造

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 暖冷房

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 衛生

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 電気

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 建築積算

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 機械積算

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 電気積算

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 調査

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 工事監理（建築）

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 工事監理（電気）

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 工事監理（機械）

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 耐震診断

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 地区計画及び地域計画

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 河川、砂防及び海岸・海洋

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 湾港及び空港

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 電力土木

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 道路

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 鉄道

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 上水道及び工業用水

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 下水道

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 農業土木

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 森林土木

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 水産土木

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 廃棄物

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 造園

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 都市計画及び地方計画

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 地質

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 土質及び基礎

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 鋼構造及びコンクリート

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 トンネル

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 施工計画、施工設備及び積算

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 建設環境

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 機械

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 電気電子

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 土地区画整理事業

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 地質調査

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 土地調査

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 土地評価

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 物件

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 機械工作物

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 営業補償・特殊補償

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 事業損失

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 補償関連

1039 株式会社エイト日本技術開発盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 総合補償

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 建築一般

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 意匠

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 構造

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 暖冷房

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 衛生

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 電気

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 建築積算

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 機械積算

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 電気積算

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 調査

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 工事監理（建築）

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 工事監理（電気）

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 工事監理（機械）

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 耐震診断

1040 株式会社岡野建築設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園二丁目８番１８号－７０４ 地区計画及び地域計画

1041 株式会社中庭測量コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川４ー８ー７ 測量一般

1041 株式会社中庭測量コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川４ー８ー７ 地図の調整

1041 株式会社中庭測量コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川４ー８ー７ 航空測量

1041 株式会社中庭測量コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川４ー８ー７ 河川、砂防及び海岸・海洋

1041 株式会社中庭測量コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川４ー８ー７ 道路

1041 株式会社中庭測量コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川４ー８ー７ 下水道

1041 株式会社中庭測量コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川４ー８ー７ 農業土木

1041 株式会社中庭測量コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川４ー８ー７ 都市計画及び地方計画

1041 株式会社中庭測量コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川４ー８ー７ 土地区画整理事業

1041 株式会社中庭測量コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川４ー８ー７ 物件

1041 株式会社中庭測量コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川４ー８ー７ 営業補償・特殊補償

1042 株式会社振興設備設計 盛岡広域 岩手県盛岡市馬場町５番２３号 暖冷房

1042 株式会社振興設備設計 盛岡広域 岩手県盛岡市馬場町５番２３号 衛生

1042 株式会社振興設備設計 盛岡広域 岩手県盛岡市馬場町５番２３号 電気

1042 株式会社振興設備設計 盛岡広域 岩手県盛岡市馬場町５番２３号 機械積算

1042 株式会社振興設備設計 盛岡広域 岩手県盛岡市馬場町５番２３号 電気積算

1042 株式会社振興設備設計 盛岡広域 岩手県盛岡市馬場町５番２３号 調査
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1042 株式会社振興設備設計 盛岡広域 岩手県盛岡市馬場町５番２３号 工事監理（電気）

1042 株式会社振興設備設計 盛岡広域 岩手県盛岡市馬場町５番２３号 工事監理（機械）

1043 株式会社ダイヤコンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 河川、砂防及び海岸・海洋

1043 株式会社ダイヤコンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 湾港及び空港

1043 株式会社ダイヤコンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 道路

1043 株式会社ダイヤコンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 上水道及び工業用水

1043 株式会社ダイヤコンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 下水道

1043 株式会社ダイヤコンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 森林土木

1043 株式会社ダイヤコンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 都市計画及び地方計画

1043 株式会社ダイヤコンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 地質

1043 株式会社ダイヤコンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 土質及び基礎

1043 株式会社ダイヤコンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 鋼構造及びコンクリート

1043 株式会社ダイヤコンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 トンネル

1043 株式会社ダイヤコンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 建設環境

1043 株式会社ダイヤコンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 地質調査

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 測量一般

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 航空測量

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 河川、砂防及び海岸・海洋

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 湾港及び空港

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 道路

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 鉄道

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 上水道及び工業用水

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 下水道

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 農業土木

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 廃棄物

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 造園

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 都市計画及び地方計画

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 地質

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 土質及び基礎

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 鋼構造及びコンクリート

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 トンネル

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 施工計画、施工設備及び積算

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 建設環境

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 地質調査

1044 株式会社復建技術コンサルタント盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通一丁目７番２５号 土地調査

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 建築一般

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 意匠

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 構造

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 暖冷房

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 衛生

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 電気

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 建築積算

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 機械積算

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 電気積算

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 調査

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 工事監理（建築）

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 工事監理（電気）

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 工事監理（機械）

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 耐震診断

1045 有限会社ケイズクリエイツ 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目９番７号 地区計画及び地域計画

1046 川崎地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目３番６号１００５号室 河川、砂防及び海岸・海洋

1046 川崎地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目３番６号１００５号室 湾港及び空港

1046 川崎地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目３番６号１００５号室 道路

1046 川崎地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目３番６号１００５号室 下水道

1046 川崎地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目３番６号１００５号室 農業土木

1046 川崎地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目３番６号１００５号室 森林土木

1046 川崎地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目３番６号１００５号室 地質

1046 川崎地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目３番６号１００５号室 土質及び基礎

1046 川崎地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目３番６号１００５号室 鋼構造及びコンクリート

1046 川崎地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目３番６号１００５号室 トンネル

1046 川崎地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目３番６号１００５号室 建設環境

1046 川崎地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園１丁目３番６号１００５号室 地質調査

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 河川、砂防及び海岸・海洋

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 湾港及び空港

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 電力土木

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 道路

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 鉄道

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 上水道及び工業用水

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 下水道

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 農業土木

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 森林土木

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 水産土木

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 廃棄物

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 造園

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 都市計画及び地方計画

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 地質

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 土質及び基礎

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 鋼構造及びコンクリート
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1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 トンネル

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 施工計画、施工設備及び積算

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 建設環境

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 機械

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 電気電子

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 土地区画整理事業

1047 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田三丁目１４番２６号 地質調査

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 測量一般

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 地図の調整

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 航空測量

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 河川、砂防及び海岸・海洋

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 道路

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 農業土木

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 森林土木

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 造園

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 都市計画及び地方計画

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 地質

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 土質及び基礎

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 鋼構造及びコンクリート

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 建設環境

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 地質調査

1048 国土防災技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目１５番１７号 土地調査

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 建築一般

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 意匠

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 構造

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 暖冷房

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 衛生

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 電気

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 建築積算

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 機械積算

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 電気積算

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 調査

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 工事監理（建築）

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 工事監理（電気）

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 工事監理（機械）

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 耐震診断

1049 株式会社久慈設計 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 地区計画及び地域計画

1050 日鉄鉱コンサルタント株式会社東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３番１号 測量一般

1050 日鉄鉱コンサルタント株式会社東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３番１号 地図の調整

1050 日鉄鉱コンサルタント株式会社東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３番１号 航空測量

1050 日鉄鉱コンサルタント株式会社東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３番１号 河川、砂防及び海岸・海洋

1050 日鉄鉱コンサルタント株式会社東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３番１号 道路

1050 日鉄鉱コンサルタント株式会社東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３番１号 下水道

1050 日鉄鉱コンサルタント株式会社東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３番１号 森林土木

1050 日鉄鉱コンサルタント株式会社東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３番１号 土質及び基礎

1050 日鉄鉱コンサルタント株式会社東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３番１号 鋼構造及びコンクリート

1050 日鉄鉱コンサルタント株式会社東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３番１号 トンネル

1050 日鉄鉱コンサルタント株式会社東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３番１号 地質調査

1051 株式会社ジャスト・コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂３－１８－２０ 測量一般

1051 株式会社ジャスト・コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂３－１８－２０ 河川、砂防及び海岸・海洋

1051 株式会社ジャスト・コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂３－１８－２０ 道路

1051 株式会社ジャスト・コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂３－１８－２０ 鋼構造及びコンクリート

1051 株式会社ジャスト・コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂３－１８－２０ 地質調査

1051 株式会社ジャスト・コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂３－１８－２０ 土地調査

1051 株式会社ジャスト・コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂３－１８－２０ 物件

1051 株式会社ジャスト・コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂３－１８－２０ 機械工作物

1051 株式会社ジャスト・コンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂３－１８－２０ 事業損失

1052 株式会社サーベスト 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮七丁目４番２６－１０１号 測量一般

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 測量一般

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 建築一般

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 意匠

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 構造

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 暖冷房

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 衛生

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 電気

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 建築積算

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 機械積算

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 電気積算

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 調査

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 工事監理（建築）

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 工事監理（電気）

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 工事監理（機械）

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 耐震診断

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 地区計画及び地域計画

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 河川、砂防及び海岸・海洋

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 湾港及び空港

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 道路

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 上水道及び工業用水
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1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 下水道

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 造園

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 都市計画及び地方計画

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 地質

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 土質及び基礎

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 鋼構造及びコンクリート

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ トンネル

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 施工計画、施工設備及び積算

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 建設環境

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 土地区画整理事業

1053 セントラルコンサルタント株式会社東北支社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野１－１２ー６ 地質調査

1054 株式会社邑計画事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市下ノ橋町７番３６号 都市計画及び地方計画

1054 株式会社邑計画事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市下ノ橋町７番３６号 建設環境

1055 有限会社白浜建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市浅岸一丁目１２番１２号 建築一般

1055 有限会社白浜建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市浅岸一丁目１２番１２号 意匠

1055 有限会社白浜建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市浅岸一丁目１２番１２号 構造

1055 有限会社白浜建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市浅岸一丁目１２番１２号 建築積算

1055 有限会社白浜建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市浅岸一丁目１２番１２号 調査

1055 有限会社白浜建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市浅岸一丁目１２番１２号 工事監理（建築）

1055 有限会社白浜建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市浅岸一丁目１２番１２号 耐震診断

1055 有限会社白浜建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市浅岸一丁目１２番１２号 地区計画及び地域計画

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 河川、砂防及び海岸・海洋

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 道路

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 上水道及び工業用水

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 下水道

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 農業土木

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 廃棄物

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 造園

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 都市計画及び地方計画

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 地質

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 土質及び基礎

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 鋼構造及びコンクリート

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 建設環境

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 地質調査

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 土地調査

1056 キタイ設計株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市高松１丁目１１ー４０ 物件

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 測量一般

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 地図の調整

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 航空測量

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 河川、砂防及び海岸・海洋

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 湾港及び空港

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 道路

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 上水道及び工業用水

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 下水道

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 農業土木

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 森林土木

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 水産土木

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 廃棄物

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 造園

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 都市計画及び地方計画

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 地質

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 土質及び基礎

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 鋼構造及びコンクリート

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 トンネル

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 施工計画、施工設備及び積算

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 建設環境

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 土地区画整理事業

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 地質調査

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 土地調査

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 土地評価

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 物件

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 機械工作物

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 営業補償・特殊補償

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 事業損失

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 補償関連

1057 エイト技術株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市内丸１６番１５号　内丸ビル６階 総合補償

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 意匠

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 構造

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 暖冷房

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 衛生

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 電気

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 建築積算

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 機械積算

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 電気積算

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 調査

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 工事監理（建築）

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 工事監理（電気）

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 工事監理（機械）
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1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 耐震診断

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 地区計画及び地域計画

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 河川、砂防及び海岸・海洋

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 湾港及び空港

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 電力土木

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 道路

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 上水道及び工業用水

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 下水道

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 農業土木

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 森林土木

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 水産土木

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 廃棄物

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 造園

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 都市計画及び地方計画

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 地質

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 土質及び基礎

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 鋼構造及びコンクリート

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 トンネル

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 施工計画、施工設備及び積算

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 建設環境

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 機械

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 電気電子

1058 株式会社日水コン盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通二丁目１１番１８号 地質調査

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 測量一般

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 地図の調整

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 河川、砂防及び海岸・海洋

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 道路

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 上水道及び工業用水

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 下水道

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 農業土木

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 森林土木

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 廃棄物

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 造園

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 都市計画及び地方計画

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 地質

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 土質及び基礎

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 鋼構造及びコンクリート

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 施工計画、施工設備及び積算

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 土地調査

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 物件

1059 株式会社北進測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市みたけ二丁目１３番２５号 補償関連

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 建築一般

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 意匠

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 構造

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 暖冷房

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 衛生

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 電気

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 建築積算

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 機械積算

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 電気積算

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 調査

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 工事監理（建築）

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 工事監理（電気）

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 工事監理（機械）

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 耐震診断

1060 株式会社久慈設計東日本盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町３番１１号 地区計画及び地域計画

1061 株式会社北杜地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川９地割２２番１１号 測量一般

1061 株式会社北杜地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川９地割２２番１１号 地質

1061 株式会社北杜地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川９地割２２番１１号 土質及び基礎

1061 株式会社北杜地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川９地割２２番１１号 地質調査

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 河川、砂防及び海岸・海洋

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 道路

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 上水道及び工業用水

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 下水道

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 廃棄物

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 造園

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 都市計画及び地方計画

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 地質

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 土質及び基礎

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 鋼構造及びコンクリート

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 施工計画、施工設備及び積算

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 建設環境

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 土地区画整理事業

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 地質調査

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 土地調査

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 土地評価

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 物件

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 機械工作物
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1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 営業補償・特殊補償

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 事業損失

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 補償関連

1062 株式会社オオバ東北・北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３－３－２ 総合補償

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 測量一般

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 地図の調整

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 航空測量

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 調査

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 耐震診断

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 河川、砂防及び海岸・海洋

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 湾港及び空港

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 電力土木

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 道路

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 鉄道

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 上水道及び工業用水

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 下水道

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 農業土木

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 森林土木

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 水産土木

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 廃棄物

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 造園

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 都市計画及び地方計画

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 地質

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 土質及び基礎

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 鋼構造及びコンクリート

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル トンネル

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 施工計画、施工設備及び積算

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 建設環境

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 電気電子

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 土地区画整理事業

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 地質調査

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 土地調査

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 土地評価

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 物件

1063 アジア航測株式会社盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１４番１０　岩手地所盛岡駅前ビル 補償関連

1064 株式会社高橋勲設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番１５号 建築一般

1064 株式会社高橋勲設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番１５号 意匠

1064 株式会社高橋勲設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番１５号 構造

1064 株式会社高橋勲設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番１５号 暖冷房

1064 株式会社高橋勲設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番１５号 衛生

1064 株式会社高橋勲設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番１５号 電気

1064 株式会社高橋勲設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番１５号 建築積算

1064 株式会社高橋勲設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番１５号 機械積算

1064 株式会社高橋勲設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番１５号 電気積算

1064 株式会社高橋勲設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番１５号 調査

1064 株式会社高橋勲設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番１５号 工事監理（建築）

1064 株式会社高橋勲設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番１５号 工事監理（電気）

1064 株式会社高橋勲設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番１５号 工事監理（機械）

1064 株式会社高橋勲設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目２番１５号 耐震診断

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 測量一般

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 建築一般

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 意匠

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 構造

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 暖冷房

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 衛生

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 電気

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 建築積算

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 機械積算

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 電気積算

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 調査

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 工事監理（建築）

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 耐震診断

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 地区計画及び地域計画

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 河川、砂防及び海岸・海洋

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 湾港及び空港

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 道路

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 上水道及び工業用水

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 下水道

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 農業土木

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 造園

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 都市計画及び地方計画

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 地質

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 土質及び基礎

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 鋼構造及びコンクリート

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ トンネル

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 施工計画、施工設備及び積算

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 建設環境

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 電気電子
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1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 土地区画整理事業

1065 株式会社日新技術コンサルタント盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市東黒石野２－２－２２ 地質調査

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 調査

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 耐震診断

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 地区計画及び地域計画

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 河川、砂防及び海岸・海洋

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 道路

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 上水道及び工業用水

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 下水道

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 造園

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 都市計画及び地方計画

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 土質及び基礎

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 鋼構造及びコンクリート

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 トンネル

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 建設環境

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 電気電子

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 土地区画整理事業

1066 株式会社協和コンサルタンツ岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市南仙北１丁目２０番１４号 地質調査

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 測量一般

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 地図の調整

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 航空測量

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 河川、砂防及び海岸・海洋

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 湾港及び空港

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 道路

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 下水道

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 都市計画及び地方計画

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 地質

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 土質及び基礎

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 鋼構造及びコンクリート

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 トンネル

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 施工計画、施工設備及び積算

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 建設環境

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 地質調査

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 土地調査

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 物件

1067 株式会社昭和土木設計 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南四丁目１番２３号 営業補償・特殊補償

1068 株式会社日本水工コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川９地割２２番１１号 河川、砂防及び海岸・海洋

1068 株式会社日本水工コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川９地割２２番１１号 道路

1068 株式会社日本水工コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川９地割２２番１１号 上水道及び工業用水

1068 株式会社日本水工コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川９地割２２番１１号 下水道

1068 株式会社日本水工コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川９地割２２番１１号 農業土木

1068 株式会社日本水工コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川９地割２２番１１号 土質及び基礎

1068 株式会社日本水工コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川９地割２２番１１号 鋼構造及びコンクリート

1068 株式会社日本水工コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川９地割２２番１１号 地質調査

1068 株式会社日本水工コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市黒川９地割２２番１１号 土地調査

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 測量一般

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 地図の調整

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 航空測量

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 河川、砂防及び海岸・海洋

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 湾港及び空港

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 道路

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 鉄道

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 造園

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 都市計画及び地方計画

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 土質及び基礎

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 鋼構造及びコンクリート

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 トンネル

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 施工計画、施工設備及び積算

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 建設環境

1069 株式会社福山コンサルタント北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 地質調査

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 測量一般

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 地図の調整

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 航空測量

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 河川、砂防及び海岸・海洋

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 道路

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 上水道及び工業用水

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 下水道

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 造園

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 都市計画及び地方計画

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 地質

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 土質及び基礎

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 鋼構造及びコンクリート

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 地質調査

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 土地調査

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 土地評価

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 物件

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 機械工作物

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 営業補償・特殊補償
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1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 事業損失

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 補償関連

1070 株式会社吉田測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市仙北一丁目３番１３号 総合補償

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 測量一般

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 地図の調整

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 航空測量

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 河川、砂防及び海岸・海洋

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 道路

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 造園

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 都市計画及び地方計画

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 地質

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 土質及び基礎

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 鋼構造及びコンクリート

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 土地区画整理事業

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 地質調査

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 土地調査

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 物件

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 機械工作物

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 営業補償・特殊補償

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 事業損失

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 補償関連

1071 サンエスコンサルタント株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市北飯岡一丁目５番８号 総合補償

1072 株式会社ネクサス 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町７番６号 建設環境

1073 ファクト株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園四丁目２８番７号 建築一般

1073 ファクト株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園四丁目２８番７号 意匠

1073 ファクト株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園四丁目２８番７号 構造

1073 ファクト株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園四丁目２８番７号 暖冷房

1073 ファクト株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園四丁目２８番７号 衛生

1073 ファクト株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園四丁目２８番７号 電気

1073 ファクト株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園四丁目２８番７号 建築積算

1073 ファクト株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園四丁目２８番７号 機械積算

1073 ファクト株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園四丁目２８番７号 電気積算

1073 ファクト株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園四丁目２８番７号 工事監理（建築）

1073 ファクト株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園四丁目２８番７号 工事監理（電気）

1073 ファクト株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園四丁目２８番７号 工事監理（機械）

1074 北栄調査設計株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割２７１番地 測量一般

1074 北栄調査設計株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割２７１番地 地図の調整

1074 北栄調査設計株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割２７１番地 航空測量

1074 北栄調査設計株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割２７１番地 河川、砂防及び海岸・海洋

1074 北栄調査設計株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割２７１番地 道路

1074 北栄調査設計株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割２７１番地 地質

1074 北栄調査設計株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割２７１番地 地質調査

1074 北栄調査設計株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割２７１番地 土地調査

1074 北栄調査設計株式会社 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割２７１番地 物件

1075 有限会社田中技研 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田新田２０番１０５ 測量一般

1075 有限会社田中技研 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田新田２０番１０５ 工事監理（建築）

1075 有限会社田中技研 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田新田２０番１０５ 河川、砂防及び海岸・海洋

1075 有限会社田中技研 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田新田２０番１０５ 道路

1075 有限会社田中技研 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田新田２０番１０５ 上水道及び工業用水

1075 有限会社田中技研 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田新田２０番１０５ 下水道

1075 有限会社田中技研 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田新田２０番１０５ 農業土木

1075 有限会社田中技研 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田新田２０番１０５ 森林土木

1075 有限会社田中技研 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田新田２０番１０５ 造園

1075 有限会社田中技研 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田新田２０番１０５ 都市計画及び地方計画

1075 有限会社田中技研 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田新田２０番１０５ 施工計画、施工設備及び積算

1075 有限会社田中技研 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田新田２０番１０５ 建設環境

1075 有限会社田中技研 盛岡広域 岩手県盛岡市中太田新田２０番１０５ 土地区画整理事業

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 測量一般

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 地図の調整

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 航空測量

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 河川、砂防及び海岸・海洋

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 湾港及び空港

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 電力土木

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 道路

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 鉄道

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 上水道及び工業用水

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 下水道

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 農業土木

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 森林土木

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 水産土木

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 廃棄物

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 造園

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 都市計画及び地方計画

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 地質

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 土質及び基礎

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 鋼構造及びコンクリート

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 トンネル

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 施工計画、施工設備及び積算
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1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 建設環境

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 機械

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 電気電子

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 土地区画整理事業

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 地質調査

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 土地調査

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 土地評価

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 物件

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 機械工作物

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 営業補償・特殊補償

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 事業損失

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 補償関連

1076 株式会社エヌティーコンサルタント 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目３５番２８号 総合補償

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 測量一般

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 地図の調整

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 航空測量

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 河川、砂防及び海岸・海洋

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 湾港及び空港

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 道路

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 農業土木

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 森林土木

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 水産土木

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 造園

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 都市計画及び地方計画

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 地質

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 土質及び基礎

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 鋼構造及びコンクリート

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 施工計画、施工設備及び積算

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 地質調査

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 土地調査

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 土地評価

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 物件

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 機械工作物

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 営業補償・特殊補償

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 事業損失

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 補償関連

1077 株式会社土木技研 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田南二丁目１６番２０号 総合補償

1078 一般社団法人岩手県治山林道協会 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番４号 測量一般

1078 一般社団法人岩手県治山林道協会 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番４号 森林土木

1078 一般社団法人岩手県治山林道協会 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番４号 地質

1078 一般社団法人岩手県治山林道協会 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番４号 鋼構造及びコンクリート

1078 一般社団法人岩手県治山林道協会 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番４号 施工計画、施工設備及び積算

1078 一般社団法人岩手県治山林道協会 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番４号 建設環境

1078 一般社団法人岩手県治山林道協会 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番４号 土地調査

1078 一般社団法人岩手県治山林道協会 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番４号 物件

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 建築一般

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 意匠

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 構造

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 暖冷房

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 衛生

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 電気

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 建築積算

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 機械積算

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 電気積算

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 調査

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 工事監理（建築）

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 工事監理（電気）

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 工事監理（機械）

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 耐震診断

1079 有限会社アズマ設計 盛岡広域 岩手県盛岡市東松園三丁目２５番２０号 地区計画及び地域計画

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 河川、砂防及び海岸・海洋

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 湾港及び空港

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 電力土木

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 道路

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 鉄道

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 上水道及び工業用水

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 下水道

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 農業土木

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 森林土木

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 水産土木

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 造園

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 都市計画及び地方計画

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 地質

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 土質及び基礎

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 鋼構造及びコンクリート

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 トンネル

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 施工計画、施工設備及び積算

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 建設環境
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1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 機械

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 電気電子

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 土地区画整理事業

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 地質調査

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 土地調査

1080 中央コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１９号 物件

1081 株式会社大東環境科学 盛岡広域 岩手県盛岡市津志田西一丁目２番２３号 建設環境

1082 東栄測量株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市神子田町９番１８号 測量一般

1083 株式会社長内水源工業 盛岡広域 岩手県盛岡市北山二丁目２７番１号 地質調査

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 測量一般

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 河川、砂防及び海岸・海洋

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 湾港及び空港

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 道路

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 上水道及び工業用水

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 下水道

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 農業土木

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 森林土木

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 廃棄物

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 都市計画及び地方計画

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 地質

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 土質及び基礎

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 鋼構造及びコンクリート

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ トンネル

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 建設環境

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 電気電子

1084 応用地質株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮４丁目１－１ 地質調査

1085 ライト工業株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢第１０地割１８２番地１０ 道路

1085 ライト工業株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢第１０地割１８２番地１０ 土質及び基礎

1085 ライト工業株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢第１０地割１８２番地１０ 地質調査

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 意匠

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 構造

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 暖冷房

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 衛生

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 電気

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 建築積算

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 機械積算

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 電気積算

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 調査

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 工事監理（建築）

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 工事監理（電気）

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 工事監理（機械）

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 耐震診断

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 河川、砂防及び海岸・海洋

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 上水道及び工業用水

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 下水道

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 廃棄物

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 土質及び基礎

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 鋼構造及びコンクリート

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 トンネル

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 建設環境

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 電気電子

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 地質調査

1086 株式会社ＮＪＳ盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 土地調査

1087 株式会社片平新日本技研岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 測量一般

1087 株式会社片平新日本技研岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 河川、砂防及び海岸・海洋

1087 株式会社片平新日本技研岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 道路

1087 株式会社片平新日本技研岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 都市計画及び地方計画

1087 株式会社片平新日本技研岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 地質

1087 株式会社片平新日本技研岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 土質及び基礎

1087 株式会社片平新日本技研岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 鋼構造及びコンクリート

1087 株式会社片平新日本技研岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 トンネル

1087 株式会社片平新日本技研岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 施工計画、施工設備及び積算

1087 株式会社片平新日本技研岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号 建設環境

1088 株式会社中居都市建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目１番２０号 建築一般

1088 株式会社中居都市建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目１番２０号 意匠

1088 株式会社中居都市建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目１番２０号 構造

1088 株式会社中居都市建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目１番２０号 暖冷房

1088 株式会社中居都市建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目１番２０号 衛生

1088 株式会社中居都市建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目１番２０号 電気

1088 株式会社中居都市建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目１番２０号 建築積算

1088 株式会社中居都市建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目１番２０号 機械積算

1088 株式会社中居都市建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目１番２０号 電気積算

1088 株式会社中居都市建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目１番２０号 調査

1088 株式会社中居都市建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目１番２０号 工事監理（建築）

1088 株式会社中居都市建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目１番２０号 工事監理（電気）

1088 株式会社中居都市建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目１番２０号 工事監理（機械）

1088 株式会社中居都市建築設計 盛岡広域 岩手県盛岡市南大通二丁目１番２０号 耐震診断

1089 有限会社佐々木章設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北山二丁目２番５８号 建築一般
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1089 有限会社佐々木章設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北山二丁目２番５８号 意匠

1089 有限会社佐々木章設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北山二丁目２番５８号 構造

1089 有限会社佐々木章設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北山二丁目２番５８号 建築積算

1089 有限会社佐々木章設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北山二丁目２番５８号 調査

1089 有限会社佐々木章設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北山二丁目２番５８号 工事監理（建築）

1089 有限会社佐々木章設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北山二丁目２番５８号 耐震診断

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 測量一般

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 地図の調整

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 航空測量

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 構造

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 調査

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 工事監理（建築）

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 耐震診断

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 河川、砂防及び海岸・海洋

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 湾港及び空港

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 電力土木

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 道路

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 鉄道

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 上水道及び工業用水

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 農業土木

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 廃棄物

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 都市計画及び地方計画

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 地質

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 土質及び基礎

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 鋼構造及びコンクリート

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 トンネル

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 施工計画、施工設備及び積算

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 建設環境

1090 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通３丁目１番６号 地質調査

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 測量一般

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 地図の調整

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 航空測量

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 河川、砂防及び海岸・海洋

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 湾港及び空港

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 道路

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 下水道

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 農業土木

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 森林土木

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 水産土木

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 造園

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 都市計画及び地方計画

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 地質

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 土質及び基礎

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 鋼構造及びコンクリート

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 トンネル

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 施工計画、施工設備及び積算

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 建設環境

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 地質調査

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 土地調査

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 土地評価

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 物件

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 機械工作物

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 営業補償・特殊補償

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 事業損失

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 補償関連

1091 東北エンジニアリング株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘二丁目８番１２号 総合補償

1092 株式会社長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 測量一般

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 航空測量

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 建築一般

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 意匠

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 構造

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 暖冷房

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 衛生

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 電気

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 建築積算

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 機械積算

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 電気積算

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 調査

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 工事監理（建築）

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 工事監理（電気）

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 工事監理（機械）

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 耐震診断

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 地区計画及び地域計画

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 河川、砂防及び海岸・海洋

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 湾港及び空港

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 道路

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 鉄道

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 下水道
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1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 都市計画及び地方計画

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 地質

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 土質及び基礎

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 鋼構造及びコンクリート

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 トンネル

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 施工計画、施工設備及び積算

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 建設環境

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 電気電子

1092 株式会社　長大北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１丁目９番１１号 地質調査

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 意匠

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 構造

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 調査

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 河川、砂防及び海岸・海洋

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 湾港及び空港

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 道路

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 鉄道

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 上水道及び工業用水

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 下水道

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 農業土木

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 森林土木

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 水産土木

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 造園

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 都市計画及び地方計画

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 地質

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 土質及び基礎

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 鋼構造及びコンクリート

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 トンネル

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 施工計画、施工設備及び積算

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 建設環境

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 電気電子

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 土地区画整理事業

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 地質調査

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 物件

1093 株式会社オリエンタルコンサルタンツ盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１５番１７号 事業損失

1094 株式会社日本水道設計社盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園二丁目７番１１号 上水道及び工業用水

1094 株式会社日本水道設計社盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園二丁目７番１１号 下水道

1094 株式会社日本水道設計社盛岡出張所 盛岡広域 岩手県盛岡市西松園二丁目７番１１号 土質及び基礎

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 測量一般

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 地図の調整

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 航空測量

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 湾港及び空港

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 道路

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 上水道及び工業用水

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 下水道

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 農業土木

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 森林土木

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 都市計画及び地方計画

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 土地調査

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 土地評価

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 物件

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 機械工作物

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 営業補償・特殊補償

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 事業損失

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 補償関連

1095 株式会社ナカノアイシステム盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市前九年二丁目１２番１号 総合補償

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 意匠

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 構造

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 暖冷房

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 衛生

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 電気

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 建築積算

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 調査

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 工事監理（建築）

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 工事監理（電気）

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 工事監理（機械）

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 耐震診断

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 河川、砂防及び海岸・海洋

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 湾港及び空港

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 電力土木

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 道路

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 地質

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 土質及び基礎

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 鋼構造及びコンクリート

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 建設環境

1096 株式会社東北開発コンサルタント盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市上田松屋敷２８番５１号 地質調査

1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 建築一般

1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 意匠

1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 構造
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1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 暖冷房

1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 衛生

1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 電気

1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 建築積算

1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 機械積算

1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 電気積算

1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 調査

1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 工事監理（建築）

1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 工事監理（電気）

1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 工事監理（機械）

1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 耐震診断

1097 株式会社渡辺設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市加賀野四丁目１番３６号 地区計画及び地域計画

1098 奥山ボーリング株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘一丁目２７番１７号 河川、砂防及び海岸・海洋

1098 奥山ボーリング株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘一丁目２７番１７号 道路

1098 奥山ボーリング株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘一丁目２７番１７号 森林土木

1098 奥山ボーリング株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘一丁目２７番１７号 地質

1098 奥山ボーリング株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘一丁目２７番１７号 土質及び基礎

1098 奥山ボーリング株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘一丁目２７番１７号 建設環境

1098 奥山ボーリング株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市月が丘一丁目２７番１７号 地質調査

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 測量一般

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 地図の調整

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 建築一般

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 意匠

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 構造

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 暖冷房

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 衛生

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 電気

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 建築積算

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 機械積算

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 電気積算

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 調査

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 工事監理（建築）

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 工事監理（電気）

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 工事監理（機械）

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 耐震診断

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 河川、砂防及び海岸・海洋

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 湾港及び空港

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 電力土木

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 道路

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 上水道及び工業用水

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 下水道

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 農業土木

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 森林土木

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 水産土木

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 廃棄物

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 造園

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 都市計画及び地方計画

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 地質

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 土質及び基礎

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 鋼構造及びコンクリート

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 トンネル

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 施工計画、施工設備及び積算

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 建設環境

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 機械

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 電気電子

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 土地区画整理事業

1099 オリジナル設計株式会社岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１６番２１号 地質調査

1100 株式会社アトリエノルド 盛岡広域 岩手県盛岡市永井２２地割４８番３ 建築一般

1100 株式会社アトリエノルド 盛岡広域 岩手県盛岡市永井２２地割４８番３ 工事監理（建築）

1101 有限会社三上測量設計 盛岡広域 岩手県滝沢市篠木黒畑１４２番地２ 測量一般

1101 有限会社三上測量設計 盛岡広域 岩手県滝沢市篠木黒畑１４２番地２ 地図の調整

1101 有限会社三上測量設計 盛岡広域 岩手県滝沢市篠木黒畑１４２番地２ 航空測量

1102 株式会社地域環境計画 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町６番２７号 建築一般

1102 株式会社地域環境計画 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町６番２７号 意匠

1102 株式会社地域環境計画 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町６番２７号 構造

1102 株式会社地域環境計画 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町６番２７号 暖冷房

1102 株式会社地域環境計画 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町６番２７号 衛生

1102 株式会社地域環境計画 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町６番２７号 電気

1102 株式会社地域環境計画 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町６番２７号 建築積算

1102 株式会社地域環境計画 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町６番２７号 機械積算

1102 株式会社地域環境計画 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町６番２７号 電気積算

1102 株式会社地域環境計画 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町６番２７号 調査

1102 株式会社地域環境計画 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町６番２７号 工事監理（建築）

1102 株式会社地域環境計画 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町６番２７号 工事監理（電気）

1102 株式会社地域環境計画 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町６番２７号 工事監理（機械）

1102 株式会社地域環境計画 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町６番２７号 耐震診断

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 測量一般

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 地図の調整
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1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 航空測量

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 建築一般

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 河川、砂防及び海岸・海洋

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 湾港及び空港

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 電力土木

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 道路

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 鉄道

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 上水道及び工業用水

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 下水道

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 農業土木

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 森林土木

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 水産土木

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 廃棄物

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 造園

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 都市計画及び地方計画

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 地質

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 土質及び基礎

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 鋼構造及びコンクリート

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 トンネル

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 施工計画、施工設備及び積算

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 建設環境

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 機械

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 電気電子

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 土地区画整理事業

1103 株式会社アジア共同設計コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通三丁目３番１０号 地質調査

1104 大和リース株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１６番１０号 建築一般

1104 大和リース株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１６番１０号 意匠

1104 大和リース株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１６番１０号 構造

1104 大和リース株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１６番１０号 暖冷房

1104 大和リース株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１６番１０号 衛生

1104 大和リース株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１６番１０号 電気

1104 大和リース株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１６番１０号 建築積算

1104 大和リース株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１６番１０号 機械積算

1104 大和リース株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１６番１０号 電気積算

1104 大和リース株式会社岩手支店 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１６番１０号 調査

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 測量一般

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 地図の調整

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 建築一般

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 意匠

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 構造

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 暖冷房

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 衛生

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 電気

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 建築積算

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 機械積算

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 電気積算

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 調査

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 工事監理（建築）

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 工事監理（電気）

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 工事監理（機械）

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 耐震診断

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 上水道及び工業用水

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 下水道

1105 株式会社三木設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目１３番１号３０３ 鋼構造及びコンクリート

1106 フジ地中情報株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目１７番２４号 測量一般

1106 フジ地中情報株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目１７番２４号 地図の調整

1106 フジ地中情報株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目１７番２４号 上水道及び工業用水

1106 フジ地中情報株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目１７番２４号 下水道

1106 フジ地中情報株式会社北東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市高松二丁目１７番２４号 地質調査

1107 有限会社富岡エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市門一丁目２０番１４号 測量一般

1107 有限会社富岡エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市門一丁目２０番１４号 河川、砂防及び海岸・海洋

1107 有限会社富岡エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市門一丁目２０番１４号 道路

1107 有限会社富岡エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市門一丁目２０番１４号 農業土木

1107 有限会社富岡エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市門一丁目２０番１４号 森林土木

1107 有限会社富岡エンジニアリング 盛岡広域 岩手県盛岡市門一丁目２０番１４号 鋼構造及びコンクリート

1108 株式会社極東技工コンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市住吉町１２番９号 河川、砂防及び海岸・海洋

1108 株式会社極東技工コンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市住吉町１２番９号 道路

1108 株式会社極東技工コンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市住吉町１２番９号 上水道及び工業用水

1108 株式会社極東技工コンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市住吉町１２番９号 下水道

1108 株式会社極東技工コンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市住吉町１２番９号 土質及び基礎

1108 株式会社極東技工コンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市住吉町１２番９号 鋼構造及びコンクリート

1108 株式会社極東技工コンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市住吉町１２番９号 トンネル

1108 株式会社極東技工コンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市住吉町１２番９号 電気電子

1108 株式会社極東技工コンサルタント岩手事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市住吉町１２番９号 地質調査

1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 建築一般

1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 意匠

1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 構造

1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 暖冷房
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1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 衛生

1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 電気

1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 建築積算

1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 機械積算

1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 電気積算

1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 調査

1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 工事監理（建築）

1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 工事監理（電気）

1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 工事監理（機械）

1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 耐震診断

1109 株式会社三衡設計舎 盛岡広域 岩手県盛岡市紺屋町４番２８号 地区計画及び地域計画

1110 有限会社ジェイエイコンサルタント 盛岡広域 岩手県滝沢市大石渡２０１５番地 測量一般

1110 有限会社ジェイエイコンサルタント 盛岡広域 岩手県滝沢市大石渡２０１５番地 農業土木

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 意匠

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 構造

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 暖冷房

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 衛生

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 電気

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 建築積算

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 機械積算

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 電気積算

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 調査

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 工事監理（建築）

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 工事監理（電気）

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 工事監理（機械）

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 耐震診断

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 地区計画及び地域計画

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 河川、砂防及び海岸・海洋

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 湾港及び空港

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 電力土木

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 道路

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 鉄道

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 上水道及び工業用水

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 下水道

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 農業土木

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 森林土木

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 水産土木

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 廃棄物

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 造園

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 都市計画及び地方計画

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 地質

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 土質及び基礎

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 鋼構造及びコンクリート

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 トンネル

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 施工計画、施工設備及び積算

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 建設環境

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 機械

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 電気電子

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 土地区画整理事業

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 地質調査

1111 日本工営株式会社北東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通２丁目２番５号 土地調査

1112 東日本測量設計株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１９地割１９７番地５ 測量一般

1112 東日本測量設計株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１９地割１９７番地５ 地図の調整

1112 東日本測量設計株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１９地割１９７番地５ 河川、砂防及び海岸・海洋

1112 東日本測量設計株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１９地割１９７番地５ 道路

1112 東日本測量設計株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１９地割１９７番地５ 地質

1112 東日本測量設計株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１９地割１９７番地５ 地質調査

1112 東日本測量設計株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１９地割１９７番地５ 土地調査

1112 東日本測量設計株式会社 盛岡広域 岩手県盛岡市永井１９地割１９７番地５ 物件

1113 有限会社大久保建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１９番１４号 建築一般

1113 有限会社大久保建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１９番１４号 意匠

1113 有限会社大久保建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１９番１４号 構造

1113 有限会社大久保建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１９番１４号 建築積算

1113 有限会社大久保建築設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市西仙北一丁目１９番１４号 工事監理（建築）

1114 株式会社三水コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町７番３２号 河川、砂防及び海岸・海洋

1114 株式会社三水コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町７番３２号 上水道及び工業用水

1114 株式会社三水コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町７番３２号 下水道

1114 株式会社三水コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町７番３２号 廃棄物

1114 株式会社三水コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町７番３２号 土質及び基礎

1114 株式会社三水コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町７番３２号 建設環境

1114 株式会社三水コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町７番３２号 機械

1114 株式会社三水コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町７番３２号 電気電子

1114 株式会社三水コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市北夕顔瀬町７番３２号 地質調査

1115 株式会社オリエント測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市中野一丁目３番５号 測量一般

1115 株式会社オリエント測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市中野一丁目３番５号 地図の調整

1115 株式会社オリエント測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市中野一丁目３番５号 河川、砂防及び海岸・海洋

1115 株式会社オリエント測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市中野一丁目３番５号 道路

1115 株式会社オリエント測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市中野一丁目３番５号 農業土木
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1115 株式会社オリエント測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市中野一丁目３番５号 森林土木

1115 株式会社オリエント測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市中野一丁目３番５号 鋼構造及びコンクリート

1115 株式会社オリエント測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市中野一丁目３番５号 地質調査

1115 株式会社オリエント測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市中野一丁目３番５号 土地調査

1115 株式会社オリエント測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市中野一丁目３番５号 物件

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 測量一般

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 地図の調整

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 航空測量

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 河川、砂防及び海岸・海洋

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 湾港及び空港

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 道路

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 上水道及び工業用水

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 下水道

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 農業土木

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 森林土木

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 水産土木

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 都市計画及び地方計画

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 地質

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 土質及び基礎

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 鋼構造及びコンクリート

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 トンネル

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 施工計画、施工設備及び積算

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 建設環境

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 地質調査

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 土地調査

1116 基礎地盤コンサルタンツ株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮一丁目５番２３号 補償関連

1117 株式会社共同地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市川目第１１地割４番地の２ 測量一般

1117 株式会社共同地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市川目第１１地割４番地の２ 地図の調整

1117 株式会社共同地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市川目第１１地割４番地の２ 航空測量

1117 株式会社共同地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市川目第１１地割４番地の２ 河川、砂防及び海岸・海洋

1117 株式会社共同地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市川目第１１地割４番地の２ 農業土木

1117 株式会社共同地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市川目第１１地割４番地の２ 都市計画及び地方計画

1117 株式会社共同地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市川目第１１地割４番地の２ 地質

1117 株式会社共同地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市川目第１１地割４番地の２ 土質及び基礎

1117 株式会社共同地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市川目第１１地割４番地の２ 施工計画、施工設備及び積算

1117 株式会社共同地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市川目第１１地割４番地の２ 建設環境

1117 株式会社共同地質センター 盛岡広域 岩手県盛岡市川目第１１地割４番地の２ 地質調査

1118 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ 測量一般

1118 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ 地図の調整

1118 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ 航空測量

1118 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ 河川、砂防及び海岸・海洋

1118 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ 湾港及び空港

1118 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ 道路

1118 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ 森林土木

1118 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ 地質

1118 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ 土質及び基礎

1118 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ 鋼構造及びコンクリート

1118 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ トンネル

1118 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ 建設環境

1118 明治コンサルタント株式会社盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市北松園二丁目２９－８ 地質調査

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 建築一般

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 意匠

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 構造

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 暖冷房

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 衛生

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 電気

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 建築積算

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 機械積算

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 電気積算

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 調査

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 工事監理（建築）

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 工事監理（電気）

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 工事監理（機械）

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 耐震診断

1119 近谷宅美・建築計画工房 盛岡広域 岩手県盛岡市西青山１－１７－２２ 地区計画及び地域計画

1120 株式会社綜合技術コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目７－１ 測量一般

1120 株式会社綜合技術コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目７－１ 河川、砂防及び海岸・海洋

1120 株式会社綜合技術コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目７－１ 道路

1120 株式会社綜合技術コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目７－１ 土質及び基礎

1120 株式会社綜合技術コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目７－１ 鋼構造及びコンクリート

1120 株式会社綜合技術コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目７－１ 施工計画、施工設備及び積算

1120 株式会社綜合技術コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目７－１ 建設環境

1120 株式会社綜合技術コンサルタント盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通３丁目７－１ 地質調査

1121 株式会社建設環境研究所岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１－９－１１ 河川、砂防及び海岸・海洋

1121 株式会社建設環境研究所岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１－９－１１ 湾港及び空港

1121 株式会社建設環境研究所岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１－９－１１ 道路

1121 株式会社建設環境研究所岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１－９－１１ 造園

1121 株式会社建設環境研究所岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１－９－１１ 都市計画及び地方計画
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1121 株式会社建設環境研究所岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１－９－１１ 土質及び基礎

1121 株式会社建設環境研究所岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１－９－１１ 建設環境

1121 株式会社建設環境研究所岩手営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市中央通１－９－１１ 地質調査

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 測量一般

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 地図の調整

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 航空測量

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 河川、砂防及び海岸・海洋

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 道路

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 農業土木

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 造園

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 都市計画及び地方計画

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 地質

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 土質及び基礎

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 鋼構造及びコンクリート

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 建設環境

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 地質調査

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 土地調査

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 物件

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 機械工作物

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 営業補償・特殊補償

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 事業損失

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 補償関連

1122 株式会社岩手開発測量設計 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂三丁目１８番３３号 総合補償

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 測量一般

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 地図の調整

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 航空測量

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 河川、砂防及び海岸・海洋

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 道路

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 下水道

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 造園

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 土質及び基礎

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 鋼構造及びコンクリート

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 トンネル

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 土地区画整理事業

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 地質調査

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 土地調査

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 土地評価

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 物件

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 機械工作物

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 営業補償・特殊補償

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 事業損失

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 補償関連

株式会社八州北東北支社 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 総合補償

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 意匠

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 構造

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 暖冷房

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 衛生

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 電気

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 建築積算

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 機械積算

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 電気積算

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 調査

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 工事監理（建築）

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 工事監理（電気）

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 工事監理（機械）

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 耐震診断

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 河川、砂防及び海岸・海洋

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 湾港及び空港

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 電力土木

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 道路

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 鉄道

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 上水道及び工業用水

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 下水道

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 農業土木

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 廃棄物

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 都市計画及び地方計画

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 地質

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 土質及び基礎

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 鋼構造及びコンクリート

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 トンネル

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 施工計画、施工設備及び積算

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 建設環境

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 機械

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 電気電子

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 土地区画整理事業

1124 株式会社東京設計事務所盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０番１４号 地質調査

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 測量一般

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 地図の調整
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1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 航空測量

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 建築一般

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 意匠

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 構造

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 暖冷房

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 衛生

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 電気

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 建築積算

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 機械積算

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 電気積算

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 調査

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 工事監理（建築）

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 工事監理（電気）

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 工事監理（機械）

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 耐震診断

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 地区計画及び地域計画

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 河川、砂防及び海岸・海洋

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 湾港及び空港

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 電力土木

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 道路

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 鉄道

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 上水道及び工業用水

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 下水道

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 農業土木

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 森林土木

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 水産土木

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 廃棄物

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 造園

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 都市計画及び地方計画

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 地質

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 土質及び基礎

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 鋼構造及びコンクリート

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ トンネル

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 施工計画、施工設備及び積算

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 建設環境

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 機械

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 電気電子

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 土地区画整理事業

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 地質調査

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 土地調査

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 土地評価

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 物件

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 機械工作物

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 営業補償・特殊補償

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 事業損失

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 補償関連

1125 株式会社日本インシーク盛岡営業所 盛岡広域 岩手県盛岡市大通２－６－８ 総合補償

1126 株式会社興林東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市東見前９地割１３７－２ 測量一般

1126 株式会社興林東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市東見前９地割１３７－２ 森林土木

1126 株式会社興林東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市東見前９地割１３７－２ 土地調査

1126 株式会社興林東北支店 盛岡広域 岩手県盛岡市東見前９地割１３７－２ 物件

1127 株式会社セイナン設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３７番１０号 建築一般

1127 株式会社セイナン設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３７番１０号 暖冷房

1127 株式会社セイナン設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３７番１０号 衛生

1127 株式会社セイナン設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３７番１０号 電気

1127 株式会社セイナン設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３７番１０号 機械積算

1127 株式会社セイナン設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３７番１０号 電気積算

1127 株式会社セイナン設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３７番１０号 工事監理（電気）

1127 株式会社セイナン設計事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市向中野二丁目３７番１０号 工事監理（機械）

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 測量一般

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 地図の調整

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 航空測量

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 河川、砂防及び海岸・海洋

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 湾港及び空港

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 電力土木

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 道路

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 上水道及び工業用水

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 下水道

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 農業土木

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 森林土木

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 水産土木

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 廃棄物

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 造園

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 都市計画及び地方計画

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 地質

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 土質及び基礎

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 鋼構造及びコンクリート

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 トンネル
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1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 施工計画、施工設備及び積算

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 建設環境

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 土地区画整理事業

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 地質調査

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 土地調査

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 土地評価

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 物件

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 機械工作物

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 営業補償・特殊補償

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 事業損失

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 補償関連

1128 株式会社三協技術盛岡支店 盛岡広域 岩手県盛岡市菜園一丁目３番６号 総合補償

1129 株式会社総合設計研究所東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂二丁目３番５０号 建築一般

1129 株式会社総合設計研究所東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂二丁目３番５０号 造園

1129 株式会社総合設計研究所東北事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市上堂二丁目３番５０号 都市計画及び地方計画

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 測量一般

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 地図の調整

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 航空測量

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 意匠

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 構造

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 暖冷房

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 衛生

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 電気

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 建築積算

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 機械積算

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 電気積算

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 調査

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 工事監理（建築）

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 工事監理（電気）

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 工事監理（機械）

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 耐震診断

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 地区計画及び地域計画

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 河川、砂防及び海岸・海洋

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 湾港及び空港

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 電力土木

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 道路

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 鉄道

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 上水道及び工業用水

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 下水道

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 農業土木

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 森林土木

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 水産土木

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 廃棄物

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 造園

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 都市計画及び地方計画

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 地質

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 土質及び基礎

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 鋼構造及びコンクリート

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 トンネル

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 施工計画、施工設備及び積算

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 建設環境

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 土地区画整理事業

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 地質調査

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 土地調査

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 土地評価

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 物件

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 機械工作物

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 営業補償・特殊補償

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 事業損失

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 補償関連

1130 日本工営都市空間株式会社盛岡事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市本宮四丁目１番６号 総合補償

1131 彩・オリジナル一級建築事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川五丁目１２番５０号　エクセレンス細野３号館３０３号 建築一般

1131 彩・オリジナル一級建築事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川五丁目１２番５０号　エクセレンス細野３号館３０３号 意匠

1131 彩・オリジナル一級建築事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川五丁目１２番５０号　エクセレンス細野３号館３０３号 調査

1131 彩・オリジナル一級建築事務所 盛岡広域 岩手県盛岡市厨川五丁目１２番５０号　エクセレンス細野３号館３０３号 工事監理（建築）

2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 建築一般

2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 意匠

2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 構造

2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 暖冷房

2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 衛生

2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 電気

2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 建築積算

2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 機械積算

2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 電気積算

2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 調査

2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 工事監理（建築）

2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 工事監理（電気）

2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 工事監理（機械）
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2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 耐震診断

2001 株式会社高橋建築設計事務所 県内 岩手県花巻市西大通り二丁目８番１９号 地区計画及び地域計画

2002 エイコウコンサルタンツ株式会社岩手支店 県内 岩手県九戸郡洋野町種市２２地割１２９番地８７ 測量一般

2002 エイコウコンサルタンツ株式会社岩手支店 県内 岩手県九戸郡洋野町種市２２地割１２９番地８７ 意匠

2002 エイコウコンサルタンツ株式会社岩手支店 県内 岩手県九戸郡洋野町種市２２地割１２９番地８７ 河川、砂防及び海岸・海洋

2002 エイコウコンサルタンツ株式会社岩手支店 県内 岩手県九戸郡洋野町種市２２地割１２９番地８７ 道路

2002 エイコウコンサルタンツ株式会社岩手支店 県内 岩手県九戸郡洋野町種市２２地割１２９番地８７ 下水道

2002 エイコウコンサルタンツ株式会社岩手支店 県内 岩手県九戸郡洋野町種市２２地割１２９番地８７ 農業土木

2002 エイコウコンサルタンツ株式会社岩手支店 県内 岩手県九戸郡洋野町種市２２地割１２９番地８７ 水産土木

2002 エイコウコンサルタンツ株式会社岩手支店 県内 岩手県九戸郡洋野町種市２２地割１２９番地８７ 都市計画及び地方計画

2002 エイコウコンサルタンツ株式会社岩手支店 県内 岩手県九戸郡洋野町種市２２地割１２９番地８７ 鋼構造及びコンクリート

2002 エイコウコンサルタンツ株式会社岩手支店 県内 岩手県九戸郡洋野町種市２２地割１２９番地８７ 地質調査

2002 エイコウコンサルタンツ株式会社岩手支店 県内 岩手県九戸郡洋野町種市２２地割１２９番地８７ 土地調査

2002 エイコウコンサルタンツ株式会社岩手支店 県内 岩手県九戸郡洋野町種市２２地割１２９番地８７ 物件

2002 エイコウコンサルタンツ株式会社岩手支店 県内 岩手県九戸郡洋野町種市２２地割１２９番地８７ 営業補償・特殊補償

2003 有限会社設計集団次元 県内 岩手県北上市常盤台一丁目１番２７号 建築一般

2003 有限会社設計集団次元 県内 岩手県北上市常盤台一丁目１番２７号 意匠

2003 有限会社設計集団次元 県内 岩手県北上市常盤台一丁目１番２７号 構造

2003 有限会社設計集団次元 県内 岩手県北上市常盤台一丁目１番２７号 建築積算

2003 有限会社設計集団次元 県内 岩手県北上市常盤台一丁目１番２７号 調査

2003 有限会社設計集団次元 県内 岩手県北上市常盤台一丁目１番２７号 工事監理（建築）

2003 有限会社設計集団次元 県内 岩手県北上市常盤台一丁目１番２７号 耐震診断

2004 旭ボーリング株式会社 県内 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６番地１ 測量一般

2004 旭ボーリング株式会社 県内 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６番地１ 河川、砂防及び海岸・海洋

2004 旭ボーリング株式会社 県内 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６番地１ 道路

2004 旭ボーリング株式会社 県内 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６番地１ 上水道及び工業用水

2004 旭ボーリング株式会社 県内 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６番地１ 下水道

2004 旭ボーリング株式会社 県内 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６番地１ 農業土木

2004 旭ボーリング株式会社 県内 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６番地１ 地質

2004 旭ボーリング株式会社 県内 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６番地１ 土質及び基礎

2004 旭ボーリング株式会社 県内 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６番地１ 地質調査

2005 釜石測量設計株式会社 県内 岩手県釜石市野田町一丁目１番１４号 測量一般

2005 釜石測量設計株式会社 県内 岩手県釜石市野田町一丁目１番１４号 道路

2005 釜石測量設計株式会社 県内 岩手県釜石市野田町一丁目１番１４号 土地調査

2005 釜石測量設計株式会社 県内 岩手県釜石市野田町一丁目１番１４号 物件

2005 釜石測量設計株式会社 県内 岩手県釜石市野田町一丁目１番１４号 営業補償・特殊補償

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 測量一般

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 地図の調整

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 航空測量

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 建築一般

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 意匠

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 調査

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 耐震診断

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 地区計画及び地域計画

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 河川、砂防及び海岸・海洋

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 道路

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 鉄道

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 上水道及び工業用水

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 下水道

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 造園

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 都市計画及び地方計画

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 地質

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 土質及び基礎

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 鋼構造及びコンクリート

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 トンネル

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 施工計画、施工設備及び積算

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 建設環境

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 土地区画整理事業

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 地質調査

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 土地調査

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 土地評価

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 物件

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 機械工作物

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 営業補償・特殊補償

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 事業損失

2006 東日本総合計画株式会社北東北支店 県内 岩手県北上市大通り三丁目１０番２７号 補償関連

2007 株式会社東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 測量一般

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 地図の調整

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 航空測量

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 河川、砂防及び海岸・海洋

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 道路

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 下水道

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 農業土木

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 造園

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 都市計画及び地方計画

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 地質

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 土質及び基礎

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 鋼構造及びコンクリート
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2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 施工計画、施工設備及び積算

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 建設環境

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 地質調査

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 土地調査

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 土地評価

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 物件

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 機械工作物

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 営業補償・特殊補償

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 事業損失

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 補償関連

2007 株式会社　東開技術 県内 岩手県奥州市水沢字高網３３番地 総合補償

2008 新日本工営株式会社 県内 岩手県花巻市中根子字堂前４番地１ 河川、砂防及び海岸・海洋

2008 新日本工営株式会社 県内 岩手県花巻市中根子字堂前４番地１ 道路

2008 新日本工営株式会社 県内 岩手県花巻市中根子字堂前４番地１ 下水道

2008 新日本工営株式会社 県内 岩手県花巻市中根子字堂前４番地１ 農業土木

2008 新日本工営株式会社 県内 岩手県花巻市中根子字堂前４番地１ 森林土木

2008 新日本工営株式会社 県内 岩手県花巻市中根子字堂前４番地１ 造園

2008 新日本工営株式会社 県内 岩手県花巻市中根子字堂前４番地１ 都市計画及び地方計画

2008 新日本工営株式会社 県内 岩手県花巻市中根子字堂前４番地１ 地質

2008 新日本工営株式会社 県内 岩手県花巻市中根子字堂前４番地１ 土質及び基礎

2008 新日本工営株式会社 県内 岩手県花巻市中根子字堂前４番地１ 鋼構造及びコンクリート

2008 新日本工営株式会社 県内 岩手県花巻市中根子字堂前４番地１ トンネル

2008 新日本工営株式会社 県内 岩手県花巻市中根子字堂前４番地１ 施工計画、施工設備及び積算

2008 新日本工営株式会社 県内 岩手県花巻市中根子字堂前４番地１ 建設環境

2009 株式会社大畑建築設計 県内 岩手県久慈市川崎町１６番２４号 建築一般

2009 株式会社大畑建築設計 県内 岩手県久慈市川崎町１６番２４号 意匠

2009 株式会社大畑建築設計 県内 岩手県久慈市川崎町１６番２４号 構造

2009 株式会社大畑建築設計 県内 岩手県久慈市川崎町１６番２４号 暖冷房

2009 株式会社大畑建築設計 県内 岩手県久慈市川崎町１６番２４号 衛生

2009 株式会社大畑建築設計 県内 岩手県久慈市川崎町１６番２４号 電気

2009 株式会社大畑建築設計 県内 岩手県久慈市川崎町１６番２４号 建築積算

2009 株式会社大畑建築設計 県内 岩手県久慈市川崎町１６番２４号 機械積算

2009 株式会社大畑建築設計 県内 岩手県久慈市川崎町１６番２４号 電気積算

2009 株式会社大畑建築設計 県内 岩手県久慈市川崎町１６番２４号 調査

2009 株式会社大畑建築設計 県内 岩手県久慈市川崎町１６番２４号 工事監理（建築）

2009 株式会社大畑建築設計 県内 岩手県久慈市川崎町１６番２４号 工事監理（電気）

2009 株式会社大畑建築設計 県内 岩手県久慈市川崎町１６番２４号 工事監理（機械）

2009 株式会社大畑建築設計 県内 岩手県久慈市川崎町１６番２４号 耐震診断

2010 株式会社南部測量設計 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字東幅７番地 土地調査

2010 株式会社南部測量設計 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字東幅７番地 土地評価

2010 株式会社南部測量設計 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字東幅７番地 物件

2010 株式会社南部測量設計 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字東幅７番地 機械工作物

2010 株式会社南部測量設計 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字東幅７番地 営業補償・特殊補償

2010 株式会社南部測量設計 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字東幅７番地 事業損失

2010 株式会社南部測量設計 県内 岩手県奥州市水沢佐倉河字東幅７番地 補償関連

2011 北東北設計株式会社 県内 岩手県花巻市大迫町大迫第１１地割１８番地１ 測量一般

2011 北東北設計株式会社 県内 岩手県花巻市大迫町大迫第１１地割１８番地１ 道路

2011 北東北設計株式会社 県内 岩手県花巻市大迫町大迫第１１地割１８番地１ 農業土木

2011 北東北設計株式会社 県内 岩手県花巻市大迫町大迫第１１地割１８番地１ 地質調査

2011 北東北設計株式会社 県内 岩手県花巻市大迫町大迫第１１地割１８番地１ 土地調査

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 測量一般

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 地図の調整

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 航空測量

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 意匠

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 構造

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 建築積算

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 調査

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 河川、砂防及び海岸・海洋

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 湾港及び空港

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 道路

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 農業土木

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 森林土木

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 水産土木

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 都市計画及び地方計画

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 地質

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 土質及び基礎

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 鋼構造及びコンクリート

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 建設環境

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 地質調査

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 土地調査

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 物件

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 機械工作物

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 営業補償・特殊補償

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 事業損失

2012 株式会社菊池技研コンサルタント 県内 岩手県大船渡市赤崎町字石橋前６番地８ 補償関連

2013 有限会社先先測量 県内 岩手県花巻市高木第２０地割１００番地１ 測量一般

2013 有限会社先先測量 県内 岩手県花巻市高木第２０地割１００番地１ 地図の調整

2013 有限会社先先測量 県内 岩手県花巻市高木第２０地割１００番地１ 河川、砂防及び海岸・海洋
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2013 有限会社先先測量 県内 岩手県花巻市高木第２０地割１００番地１ 道路

2013 有限会社先先測量 県内 岩手県花巻市高木第２０地割１００番地１ 下水道

2013 有限会社先先測量 県内 岩手県花巻市高木第２０地割１００番地１ 農業土木

2013 有限会社先先測量 県内 岩手県花巻市高木第２０地割１００番地１ 都市計画及び地方計画

2013 有限会社先先測量 県内 岩手県花巻市高木第２０地割１００番地１ 地質

2013 有限会社先先測量 県内 岩手県花巻市高木第２０地割１００番地１ 土地調査

2013 有限会社先先測量 県内 岩手県花巻市高木第２０地割１００番地１ 物件

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 測量一般

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 地図の調整

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 航空測量

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 河川、砂防及び海岸・海洋

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 道路

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 森林土木

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 水産土木

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 造園

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 都市計画及び地方計画

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 地質

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 土質及び基礎

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 鋼構造及びコンクリート

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 施工計画、施工設備及び積算

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 地質調査

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 土地調査

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 土地評価

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 物件

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 機械工作物

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 営業補償・特殊補償

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 事業損失

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 補償関連

2014 株式会社藤森測量設計 県内 岩手県久慈市新井田第４地割１３番地１ 総合補償

2015 有限会社スカイ測量設計 県内 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第１５地割９５番地９８ 測量一般

2015 有限会社スカイ測量設計 県内 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第１５地割９５番地９８ 地図の調整

2015 有限会社スカイ測量設計 県内 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第１５地割９５番地９８ 河川、砂防及び海岸・海洋

2015 有限会社スカイ測量設計 県内 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第１５地割９５番地９８ 道路

2015 有限会社スカイ測量設計 県内 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第１５地割９５番地９８ 土地調査

2015 有限会社スカイ測量設計 県内 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第１５地割９５番地９８ 物件

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 測量一般

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 河川、砂防及び海岸・海洋

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 湾港及び空港

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 道路

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 上水道及び工業用水

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 下水道

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 農業土木

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 森林土木

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 都市計画及び地方計画

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 地質

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 土質及び基礎

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ トンネル

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 施工計画、施工設備及び積算

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 建設環境

2016 東北ボーリング株式会社岩手営業所 県内 岩手県一関市山目字中野７８番１号３０２ 地質調査

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 測量一般

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 地図の調整

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 航空測量

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 河川、砂防及び海岸・海洋

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 湾港及び空港

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 道路

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 鉄道

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 上水道及び工業用水

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 下水道

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 農業土木

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 森林土木

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 水産土木

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 廃棄物

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 造園

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 都市計画及び地方計画

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 地質

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 土質及び基礎

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 鋼構造及びコンクリート

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 施工計画、施工設備及び積算

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 建設環境

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 地質調査

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 土地調査

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 土地評価

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 物件

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 機械工作物

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 営業補償・特殊補償

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 事業損失

2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 補償関連
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2017 株式会社総合土木コンサルタンツ 県内 岩手県一関市萩荘字金ケ崎３３番地１ 総合補償

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 測量一般

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 地図の調整

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 航空測量

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 建築一般

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 建築積算

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 調査

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 工事監理（建築）

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 地区計画及び地域計画

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 河川、砂防及び海岸・海洋

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 道路

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 下水道

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 農業土木

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 森林土木

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 水産土木

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 廃棄物

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 都市計画及び地方計画

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 土質及び基礎

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 鋼構造及びコンクリート

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 建設環境

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 地質調査

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 土地調査

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 土地評価

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 物件

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 機械工作物

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 営業補償・特殊補償

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 事業損失

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 補償関連

2018 株式会社一測設計 県内 岩手県一関市萩荘字竹際３３番地５ 総合補償

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 測量一般

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 地図の調整

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 建築一般

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 意匠

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 構造

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 暖冷房

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 衛生

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 電気

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 建築積算

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 機械積算

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 電気積算

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 調査

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 工事監理（建築）

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 工事監理（電気）

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 工事監理（機械）

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 耐震診断

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 地区計画及び地域計画

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 河川、砂防及び海岸・海洋

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 道路

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 鉄道

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 上水道及び工業用水

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 下水道

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 農業土木

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 造園

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 都市計画及び地方計画

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 地質

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 土質及び基礎

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 鋼構造及びコンクリート

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 トンネル

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 施工計画、施工設備及び積算

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 建設環境

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 機械

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 電気電子

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 土地区画整理事業

2019 株式会社東洋設計事務所岩手出張所 県内 岩手県花巻市桜町二丁目１８７番地１号 地質調査

2020 ニチレキ株式会社岩手営業所 県内 岩手県奥州市水沢工業団地４丁目２９番地 測量一般

2020 ニチレキ株式会社岩手営業所 県内 岩手県奥州市水沢工業団地４丁目２９番地 道路

2021 株式会社中央技術コンサルタンツ岩手事務所 県内 岩手県北上市和賀町岩崎１地割１５７ 河川、砂防及び海岸・海洋

2021 株式会社中央技術コンサルタンツ岩手事務所 県内 岩手県北上市和賀町岩崎１地割１５７ 湾港及び空港

2021 株式会社中央技術コンサルタンツ岩手事務所 県内 岩手県北上市和賀町岩崎１地割１５７ 道路

2021 株式会社中央技術コンサルタンツ岩手事務所 県内 岩手県北上市和賀町岩崎１地割１５７ 下水道

2021 株式会社中央技術コンサルタンツ岩手事務所 県内 岩手県北上市和賀町岩崎１地割１５７ 農業土木

2021 株式会社中央技術コンサルタンツ岩手事務所 県内 岩手県北上市和賀町岩崎１地割１５７ 水産土木

2021 株式会社中央技術コンサルタンツ岩手事務所 県内 岩手県北上市和賀町岩崎１地割１５７ 都市計画及び地方計画

2021 株式会社中央技術コンサルタンツ岩手事務所 県内 岩手県北上市和賀町岩崎１地割１５７ 土質及び基礎

2021 株式会社中央技術コンサルタンツ岩手事務所 県内 岩手県北上市和賀町岩崎１地割１５７ 鋼構造及びコンクリート

2021 株式会社中央技術コンサルタンツ岩手事務所 県内 岩手県北上市和賀町岩崎１地割１５７ トンネル

2021 株式会社中央技術コンサルタンツ岩手事務所 県内 岩手県北上市和賀町岩崎１地割１５７ 施工計画、施工設備及び積算

2021 株式会社中央技術コンサルタンツ岩手事務所 県内 岩手県北上市和賀町岩崎１地割１５７ 建設環境
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2021 株式会社中央技術コンサルタンツ岩手事務所 県内 岩手県北上市和賀町岩崎１地割１５７ 地質調査

2022 株式会社スズマ測量設計 県内 岩手県久慈市新中の橋第３７地割１０１番地１３ 測量一般

2022 株式会社スズマ測量設計 県内 岩手県久慈市新中の橋第３７地割１０１番地１３ 地図の調整

2022 株式会社スズマ測量設計 県内 岩手県久慈市新中の橋第３７地割１０１番地１３ 航空測量

2022 株式会社スズマ測量設計 県内 岩手県久慈市新中の橋第３７地割１０１番地１３ 河川、砂防及び海岸・海洋

2022 株式会社スズマ測量設計 県内 岩手県久慈市新中の橋第３７地割１０１番地１３ 道路

2022 株式会社スズマ測量設計 県内 岩手県久慈市新中の橋第３７地割１０１番地１３ 森林土木

2022 株式会社スズマ測量設計 県内 岩手県久慈市新中の橋第３７地割１０１番地１３ 土質及び基礎

2022 株式会社スズマ測量設計 県内 岩手県久慈市新中の橋第３７地割１０１番地１３ 鋼構造及びコンクリート

2022 株式会社スズマ測量設計 県内 岩手県久慈市新中の橋第３７地割１０１番地１３ 土地調査

2022 株式会社スズマ測量設計 県内 岩手県久慈市新中の橋第３７地割１０１番地１３ 物件

2022 株式会社スズマ測量設計 県内 岩手県久慈市新中の橋第３７地割１０１番地１３ 営業補償・特殊補償

2022 株式会社スズマ測量設計 県内 岩手県久慈市新中の橋第３７地割１０１番地１３ 事業損失

2023 株式会社中央ボーリング 県内 岩手県花巻市南万丁目１４２２番地２ 地質調査

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 測量一般

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 地図の調整

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 航空測量

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 河川、砂防及び海岸・海洋

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 湾港及び空港

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 道路

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 農業土木

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 森林土木

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 水産土木

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 都市計画及び地方計画

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 地質

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 土質及び基礎

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 鋼構造及びコンクリート

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 施工計画、施工設備及び積算

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 建設環境

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 土地区画整理事業

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 土地調査

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 土地評価

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 物件

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 機械工作物

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 営業補償・特殊補償

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 事業損失

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 補償関連

2024 中井測量設計株式会社 県内 岩手県大船渡市三陸町吉浜２９番地１ 総合補償

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 測量一般

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 地図の調整

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 河川、砂防及び海岸・海洋

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 湾港及び空港

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 道路

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 鉄道

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 上水道及び工業用水

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 下水道

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 農業土木

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 造園

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 都市計画及び地方計画

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 地質

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 土質及び基礎

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 鋼構造及びコンクリート

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 トンネル

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 施工計画、施工設備及び積算

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 建設環境

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 土地区画整理事業

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 地質調査

2025 株式会社千代田コンサルタント岩手営業所 県内 岩手県宮古市宮町三丁目１０番７０号 土地調査

株式会社ケー・シー・エス三陸事務所 県内 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢８番地５ 道路

株式会社ケー・シー・エス三陸事務所 県内 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢８番地５ 都市計画及び地方計画

2027 株式会社共和開発 県内 岩手県奥州市衣川表９６番地 地質調査

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 測量一般

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 地図の調整

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 航空測量

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 河川、砂防及び海岸・海洋

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 道路

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 下水道

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 造園

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 土質及び基礎

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 鋼構造及びコンクリート

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 トンネル

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 土地区画整理事業

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 地質調査

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 土地調査

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 土地評価

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 物件

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 機械工作物

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 営業補償・特殊補償
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2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 事業損失

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 補償関連

2028 株式会社八州北東北支社 県内 岩手県盛岡市盛岡駅前北通１番１０号 総合補償

3001 協和設計株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１０号 測量一般

3001 協和設計株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１０号 河川、砂防及び海岸・海洋

3001 協和設計株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１０号 道路

3001 協和設計株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１０号 上水道及び工業用水

3001 協和設計株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１０号 下水道

3001 協和設計株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１０号 都市計画及び地方計画

3001 協和設計株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１０号 地質

3001 協和設計株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１０号 土質及び基礎

3001 協和設計株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１０号 鋼構造及びコンクリート

3001 協和設計株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１０号 トンネル

3001 協和設計株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１０号 施工計画、施工設備及び積算

3001 協和設計株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１０号 建設環境

3001 協和設計株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１０号 地質調査

3002 株式会社無線放送設計事務所仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区上杉４丁目３番２号 電気電子

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 建築一般

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 意匠

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 構造

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 暖冷房

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 衛生

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 電気

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 建築積算

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 機械積算

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 電気積算

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 調査

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 工事監理（建築）

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 工事監理（電気）

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 工事監理（機械）

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 耐震診断

3003 株式会社宮建築設計東京支店 県外 東京都中央区八丁堀２－２８－１０ 地区計画及び地域計画

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 建築一般

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 意匠

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 構造

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 暖冷房

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 衛生

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 電気

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 建築積算

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 機械積算

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 電気積算

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 調査

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 工事監理（建築）

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 工事監理（電気）

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 工事監理（機械）

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 耐震診断

3004 株式会社徳岡設計東京事務所一級建築士事務所 県外 東京都新宿区早稲田鶴巻町５５７番地　新宿富久ビル 地区計画及び地域計画

3005 一般社団法人日本公園緑地協会 県外 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号　岩本町寿共同ビル 造園

3005 一般社団法人日本公園緑地協会 県外 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号　岩本町寿共同ビル 都市計画及び地方計画

3005 一般社団法人日本公園緑地協会 県外 東京都千代田区岩本町三丁目９番１３号　岩本町寿共同ビル 建設環境

3006 株式会社青島裕之建築設計室 県外 東京都渋谷区神山町７番８号 建築一般

3006 株式会社青島裕之建築設計室 県外 東京都渋谷区神山町７番８号 意匠

3006 株式会社青島裕之建築設計室 県外 東京都渋谷区神山町７番８号 調査

3006 株式会社青島裕之建築設計室 県外 東京都渋谷区神山町７番８号 工事監理（建築）

3006 株式会社青島裕之建築設計室 県外 東京都渋谷区神山町７番８号 地区計画及び地域計画

3007 アクリ－グ株式会社 県外 栃木県小山市大字外城８１番地９ 測量一般

3007 アクリ－グ株式会社 県外 栃木県小山市大字外城８１番地９ 地図の調整

3007 アクリ－グ株式会社 県外 栃木県小山市大字外城８１番地９ 航空測量

3008 一般財団法人日本環境衛生センター 県外 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０番６号 廃棄物

3009 有限会社ノルムナルオフィス 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番２０号 建築一般

3009 有限会社ノルムナルオフィス 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番２０号 意匠

3009 有限会社ノルムナルオフィス 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番２０号 工事監理（建築）

3009 有限会社ノルムナルオフィス 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１６番２０号 地区計画及び地域計画

3010 東京テクニカル・サービス株式会社 県外 千葉県浦安市今川四丁目１２番３８－１号 建設環境

3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 建築一般

3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 意匠

3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 構造

3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 暖冷房

3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 衛生

3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 電気

3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 建築積算

3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 機械積算

3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 電気積算

3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 調査

3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 工事監理（建築）

3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 工事監理（電気）

3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 工事監理（機械）

3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 耐震診断
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3011 株式会社川島隆太郎建築事務所 県外 青森県青森市花園一丁目６番１１号 地区計画及び地域計画

3012 株式会社日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 建築一般

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 意匠

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 構造

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 暖冷房

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 衛生

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 電気

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 建築積算

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 機械積算

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 電気積算

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 調査

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 工事監理（建築）

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 工事監理（電気）

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 工事監理（機械）

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 耐震診断

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 地区計画及び地域計画

3012 株式会社　日総建東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 都市計画及び地方計画

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 建築一般

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 意匠

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 構造

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 暖冷房

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 衛生

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 電気

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 建築積算

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 機械積算

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 電気積算

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 調査

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 工事監理（建築）

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 工事監理（電気）

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 工事監理（機械）

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 耐震診断

3013 株式会社綜企画設計仙台支店 県外 宮城県仙台市泉区泉中央三丁目２番地の１ 地区計画及び地域計画

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 建築一般

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 意匠

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 構造

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 暖冷房

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 衛生

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 電気

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 建築積算

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 機械積算

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 電気積算

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 調査

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 工事監理（建築）

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 工事監理（電気）

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 工事監理（機械）

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 耐震診断

3014 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東日本事業本部東北支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 地区計画及び地域計画

3015 株式会社イ・エス・エス 県外 東京都文京区小石川一丁目１番１７号 電気電子

3016 株式会社空間芸術研究所 県外 山形県山形市双葉町二丁目４番３８号　双葉中央ビル２階 建築一般

3016 株式会社空間芸術研究所 県外 山形県山形市双葉町二丁目４番３８号　双葉中央ビル２階 意匠

3016 株式会社空間芸術研究所 県外 山形県山形市双葉町二丁目４番３８号　双葉中央ビル２階 構造

3016 株式会社空間芸術研究所 県外 山形県山形市双葉町二丁目４番３８号　双葉中央ビル２階 暖冷房

3016 株式会社空間芸術研究所 県外 山形県山形市双葉町二丁目４番３８号　双葉中央ビル２階 衛生

3016 株式会社空間芸術研究所 県外 山形県山形市双葉町二丁目４番３８号　双葉中央ビル２階 電気

3016 株式会社空間芸術研究所 県外 山形県山形市双葉町二丁目４番３８号　双葉中央ビル２階 工事監理（建築）

3017 株式会社安井建築設計事務所東京事務所 県外 東京都千代田区平河町１－３－１４ 建築一般

3017 株式会社安井建築設計事務所東京事務所 県外 東京都千代田区平河町１－３－１４ 調査

3017 株式会社安井建築設計事務所東京事務所 県外 東京都千代田区平河町１－３－１４ 耐震診断

3017 株式会社安井建築設計事務所東京事務所 県外 東京都千代田区平河町１－３－１４ 地区計画及び地域計画

3017 株式会社安井建築設計事務所東京事務所 県外 東京都千代田区平河町１－３－１４ 都市計画及び地方計画

株式会社基礎建設コンサルタント東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１６号 測量一般

株式会社基礎建設コンサルタント株式会社基礎建設コンサルタント　東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１６号 河川、砂防及び海岸・海洋

株式会社基礎建設コンサルタント株式会社基礎建設コンサルタント　東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１６号 湾港及び空港

株式会社基礎建設コンサルタント株式会社基礎建設コンサルタント　東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１６号 道路

株式会社基礎建設コンサルタント株式会社基礎建設コンサルタント　東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１６号 地質

株式会社基礎建設コンサルタント株式会社基礎建設コンサルタント　東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１６号 土質及び基礎

株式会社基礎建設コンサルタント株式会社基礎建設コンサルタント　東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１６号 鋼構造及びコンクリート

株式会社基礎建設コンサルタント株式会社基礎建設コンサルタント　東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１６号 建設環境

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 建築一般

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 意匠

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 構造

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 暖冷房

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 衛生

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 電気

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 建築積算

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 機械積算

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 電気積算

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 調査
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3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 工事監理（建築）

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 工事監理（電気）

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 工事監理（機械）

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 耐震診断

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 地区計画及び地域計画

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 都市計画及び地方計画

3019 株式会社大建設計東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目２番１１号 鋼構造及びコンクリート

3020 株式会社楠山設計 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号　オー・エックス芭蕉の辻ビル 建築一般

3020 株式会社　楠山設計 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号　オー・エックス芭蕉の辻ビル 意匠

3020 株式会社　楠山設計 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号　オー・エックス芭蕉の辻ビル 構造

3020 株式会社　楠山設計 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号　オー・エックス芭蕉の辻ビル 暖冷房

3020 株式会社　楠山設計 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号　オー・エックス芭蕉の辻ビル 衛生

3020 株式会社　楠山設計 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号　オー・エックス芭蕉の辻ビル 電気

3020 株式会社　楠山設計 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号　オー・エックス芭蕉の辻ビル 建築積算

3020 株式会社　楠山設計 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号　オー・エックス芭蕉の辻ビル 機械積算

3020 株式会社　楠山設計 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号　オー・エックス芭蕉の辻ビル 電気積算

3020 株式会社　楠山設計 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号　オー・エックス芭蕉の辻ビル 調査

3020 株式会社　楠山設計 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号　オー・エックス芭蕉の辻ビル 工事監理（建築）

3020 株式会社　楠山設計 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号　オー・エックス芭蕉の辻ビル 工事監理（電気）

3020 株式会社　楠山設計 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号　オー・エックス芭蕉の辻ビル 工事監理（機械）

3020 株式会社　楠山設計 県外 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号　オー・エックス芭蕉の辻ビル 耐震診断

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 建築一般

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 意匠

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 構造

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 暖冷房

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 衛生

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 電気

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 建築積算

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 機械積算

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 電気積算

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 調査

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 工事監理（建築）

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 工事監理（電気）

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 工事監理（機械）

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 耐震診断

3021 株式会社八洲建築設計事務所 県外 青森県青森市松原三丁目１４番１３号 地区計画及び地域計画

3022 株式会社トーニチコンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 道路

3022 株式会社トーニチコンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 鉄道

3022 株式会社トーニチコンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 下水道

3022 株式会社トーニチコンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 都市計画及び地方計画

3022 株式会社トーニチコンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 土質及び基礎

3022 株式会社トーニチコンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 鋼構造及びコンクリート

3022 株式会社トーニチコンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 トンネル

3022 株式会社トーニチコンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 施工計画、施工設備及び積算

3022 株式会社トーニチコンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 建設環境

3022 株式会社トーニチコンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 地質調査

3023 株式会社成和技術 県外 山形県尾花沢市若葉町四丁目１番１号 測量一般

3023 株式会社成和技術 県外 山形県尾花沢市若葉町四丁目１番１号 地図の調整

3023 株式会社成和技術 県外 山形県尾花沢市若葉町四丁目１番１号 航空測量

3023 株式会社成和技術 県外 山形県尾花沢市若葉町四丁目１番１号 建築一般

3023 株式会社成和技術 県外 山形県尾花沢市若葉町四丁目１番１号 河川、砂防及び海岸・海洋

3023 株式会社成和技術 県外 山形県尾花沢市若葉町四丁目１番１号 道路

3023 株式会社成和技術 県外 山形県尾花沢市若葉町四丁目１番１号 農業土木

3023 株式会社成和技術 県外 山形県尾花沢市若葉町四丁目１番１号 鋼構造及びコンクリート

3023 株式会社成和技術 県外 山形県尾花沢市若葉町四丁目１番１号 土地調査

3023 株式会社成和技術 県外 山形県尾花沢市若葉町四丁目１番１号 物件

3023 株式会社成和技術 県外 山形県尾花沢市若葉町四丁目１番１号 営業補償・特殊補償

3023 株式会社成和技術 県外 山形県尾花沢市若葉町四丁目１番１号 事業損失

3024 株式会社マリンテクノサービス 県外 宮城県仙台市泉区八乙女中央一丁目６番１５号 施工計画、施工設備及び積算

3024 株式会社マリンテクノサービス 県外 宮城県仙台市泉区八乙女中央一丁目６番１５号 電気電子

3025 株式会社土屋建築研究所東北支所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番２号 建築一般

3025 株式会社土屋建築研究所東北支所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番２号 意匠

3025 株式会社土屋建築研究所東北支所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番２号 構造

3025 株式会社土屋建築研究所東北支所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番２号 暖冷房

3025 株式会社土屋建築研究所東北支所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番２号 衛生

3025 株式会社土屋建築研究所東北支所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番２号 電気

3025 株式会社土屋建築研究所東北支所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番２号 建築積算

3025 株式会社土屋建築研究所東北支所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番２号 機械積算

3025 株式会社土屋建築研究所東北支所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番２号 電気積算

3025 株式会社土屋建築研究所東北支所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番２号 調査

3025 株式会社土屋建築研究所東北支所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番２号 工事監理（建築）

3025 株式会社土屋建築研究所東北支所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番２号 工事監理（電気）

3025 株式会社土屋建築研究所東北支所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番２号 工事監理（機械）

3025 株式会社土屋建築研究所東北支所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番２号 耐震診断

3026 有限会社みやび建築工房 県外 宮城県仙台市若林区荒町１４９番地１－２０２号 建築一般

3026 有限会社みやび建築工房 県外 宮城県仙台市若林区荒町１４９番地１－２０２号 意匠

3026 有限会社みやび建築工房 県外 宮城県仙台市若林区荒町１４９番地１－２０２号 構造

3026 有限会社みやび建築工房 県外 宮城県仙台市若林区荒町１４９番地１－２０２号 暖冷房
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3026 有限会社みやび建築工房 県外 宮城県仙台市若林区荒町１４９番地１－２０２号 衛生

3026 有限会社みやび建築工房 県外 宮城県仙台市若林区荒町１４９番地１－２０２号 電気

3026 有限会社みやび建築工房 県外 宮城県仙台市若林区荒町１４９番地１－２０２号 建築積算

3026 有限会社みやび建築工房 県外 宮城県仙台市若林区荒町１４９番地１－２０２号 機械積算

3026 有限会社みやび建築工房 県外 宮城県仙台市若林区荒町１４９番地１－２０２号 電気積算

3026 有限会社みやび建築工房 県外 宮城県仙台市若林区荒町１４９番地１－２０２号 調査

3026 有限会社みやび建築工房 県外 宮城県仙台市若林区荒町１４９番地１－２０２号 工事監理（建築）

3026 有限会社みやび建築工房 県外 宮城県仙台市若林区荒町１４９番地１－２０２号 工事監理（電気）

3026 有限会社みやび建築工房 県外 宮城県仙台市若林区荒町１４９番地１－２０２号 工事監理（機械）

3026 有限会社みやび建築工房 県外 宮城県仙台市若林区荒町１４９番地１－２０２号 耐震診断

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 測量一般

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 河川、砂防及び海岸・海洋

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 湾港及び空港

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 電力土木

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 道路

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 鉄道

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 下水道

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 農業土木

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 森林土木

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 水産土木

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 造園

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 都市計画及び地方計画

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 地質

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 土質及び基礎

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 鋼構造及びコンクリート

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ トンネル

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 施工計画、施工設備及び積算

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 建設環境

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 機械

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 土地区画整理事業

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 地質調査

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 土地調査

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 土地評価

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 物件

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 機械工作物

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 営業補償・特殊補償

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 事業損失

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 補償関連

3027 株式会社コサカ技研 県外 青森県八戸市大字長苗代字上碇田５６－２ 総合補償

3028 中外テクノス株式会社東北営業所 県外 福島県福島市笹谷字稲場２８－５　Ｋ・Ｔエミネンスヒルズ１階 測量一般

3028 中外テクノス株式会社東北営業所 県外 福島県福島市笹谷字稲場２８－５　Ｋ・Ｔエミネンスヒルズ１階 建築一般

3028 中外テクノス株式会社東北営業所 県外 福島県福島市笹谷字稲場２８－５　Ｋ・Ｔエミネンスヒルズ１階 調査

3028 中外テクノス株式会社東北営業所 県外 福島県福島市笹谷字稲場２８－５　Ｋ・Ｔエミネンスヒルズ１階 耐震診断

3028 中外テクノス株式会社東北営業所 県外 福島県福島市笹谷字稲場２８－５　Ｋ・Ｔエミネンスヒルズ１階 廃棄物

3028 中外テクノス株式会社東北営業所 県外 福島県福島市笹谷字稲場２８－５　Ｋ・Ｔエミネンスヒルズ１階 鋼構造及びコンクリート

3028 中外テクノス株式会社東北営業所 県外 福島県福島市笹谷字稲場２８－５　Ｋ・Ｔエミネンスヒルズ１階 建設環境

3029 株式会社ＳＵＮ総合 県外 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 建築一般

3029 株式会社ＳＵＮ総合 県外 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 意匠

3029 株式会社ＳＵＮ総合 県外 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 構造

3029 株式会社ＳＵＮ総合 県外 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 建築積算

3029 株式会社ＳＵＮ総合 県外 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 調査

3029 株式会社ＳＵＮ総合 県外 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 工事監理（建築）

3029 株式会社ＳＵＮ総合 県外 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 耐震診断

3029 株式会社ＳＵＮ総合 県外 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目２番３８号 地区計画及び地域計画

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 建築一般

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 意匠

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 構造

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 暖冷房

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 衛生

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 電気

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 建築積算

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 機械積算

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 電気積算

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 調査

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 工事監理（建築）

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 工事監理（電気）

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 工事監理（機械）

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 耐震診断

3030 株式会社横河建築設計事務所 県外 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号 地区計画及び地域計画

3031 株式会社プレック研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目６番３５号 測量一般

3031 株式会社プレック研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目６番３５号 建築一般

3031 株式会社プレック研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目６番３５号 意匠

3031 株式会社プレック研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目６番３５号 都市計画及び地方計画

3031 株式会社プレック研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目６番３５号 建設環境

3032 中央建鉄株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市宮城野区銀杏町２０番２９号 物件

3032 中央建鉄株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市宮城野区銀杏町２０番２９号 事業損失

3032 中央建鉄株式会社仙台支店 県外 宮城県仙台市宮城野区銀杏町２０番２９号 補償関連

3033 株式会社四門東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１２番１２号 測量一般
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3033 株式会社四門東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１２番１２号 航空測量

3033 株式会社四門東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１２番１２号 調査

3033 株式会社四門東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１２番１２号 土地調査

3033 株式会社四門東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１２番１２号 土地評価

3033 株式会社四門東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１２番１２号 物件

3033 株式会社四門東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１２番１２号 機械工作物

3033 株式会社四門東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１２番１２号 営業補償・特殊補償

3033 株式会社四門東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１２番１２号 事業損失

3033 株式会社四門東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１２番１２号 補償関連

3033 株式会社四門東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１２番１２号 総合補償

3034 横浜ウォーター株式会社 県外 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 上水道及び工業用水

3034 横浜ウォーター株式会社 県外 神奈川県横浜市中区相生町六丁目１１３番地 下水道

3035 株式会社シン技術コンサル東北支店 県外 宮城県仙台市太白区中田五丁目３番地２１号　南仙台広瀬ビル３階 測量一般

3035 株式会社シン技術コンサル東北支店 県外 宮城県仙台市太白区中田五丁目３番地２１号　南仙台広瀬ビル３階 地図の調整

3035 株式会社シン技術コンサル東北支店 県外 宮城県仙台市太白区中田五丁目３番地２１号　南仙台広瀬ビル３階 航空測量

3036 システム企画設計株式会社 県外 宮城県仙台市宮城野区東仙台五丁目２１番６７号 電気電子

3037 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社宮城支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 測量一般

3037 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社宮城支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 道路

3037 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社宮城支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 下水道

3037 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社宮城支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 鋼構造及びコンクリート

3037 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社宮城支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 トンネル

3037 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社宮城支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 施工計画、施工設備及び積算

3037 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社宮城支店 県外 宮城県仙台市若林区五橋三丁目２番１号 電気電子

3038 株式会社新東洋技術コンサルタント 県外 宮城県仙台市宮城野区大梶１０番１９号 測量一般

3038 株式会社新東洋技術コンサルタント 県外 宮城県仙台市宮城野区大梶１０番１９号 農業土木

3038 株式会社新東洋技術コンサルタント 県外 宮城県仙台市宮城野区大梶１０番１９号 土質及び基礎

3038 株式会社新東洋技術コンサルタント 県外 宮城県仙台市宮城野区大梶１０番１９号 鋼構造及びコンクリート

3039 株式会社アーキジオ東北 県外 宮城県仙台市宮城野区高砂二丁目２番地２ 測量一般

3039 株式会社アーキジオ東北 県外 宮城県仙台市宮城野区高砂二丁目２番地２ 航空測量

3039 株式会社アーキジオ東北 県外 宮城県仙台市宮城野区高砂二丁目２番地２ 地質

3039 株式会社アーキジオ東北 県外 宮城県仙台市宮城野区高砂二丁目２番地２ 土質及び基礎

3039 株式会社アーキジオ東北 県外 宮城県仙台市宮城野区高砂二丁目２番地２ 地質調査

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 測量一般

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 地図の調整

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 建築一般

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 意匠

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 構造

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 河川、砂防及び海岸・海洋

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 湾港及び空港

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 道路

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 下水道

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 造園

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 都市計画及び地方計画

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 地質

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 土質及び基礎

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 鋼構造及びコンクリート

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 トンネル

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 施工計画、施工設備及び積算

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 建設環境

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 機械

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 電気電子

3040 株式会社東京建設コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 地質調査

3041 株式会社ライフデザイン建築研究所 県外 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前１９２－４ 建築一般

3041 株式会社ライフデザイン建築研究所 県外 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前１９２－４ 意匠

3041 株式会社ライフデザイン建築研究所 県外 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前１９２－４ 建築積算

3041 株式会社ライフデザイン建築研究所 県外 秋田県秋田市外旭川字堂ノ前１９２－４ 工事監理（建築）

3042 株式会社教育施設研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１４番３２号 建築一般

3042 株式会社教育施設研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１４番３２号 工事監理（建築）

3042 株式会社教育施設研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１４番３２号 工事監理（電気）

3042 株式会社教育施設研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１４番３２号 工事監理（機械）

3042 株式会社教育施設研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１４番３２号 耐震診断

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 測量一般

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 地図の調整

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 航空測量

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 建築一般

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 意匠

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 工事監理（建築）

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 耐震診断

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 地区計画及び地域計画

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 河川、砂防及び海岸・海洋

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 湾港及び空港

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 道路

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 上水道及び工業用水

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 下水道

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 造園

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 都市計画及び地方計画

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 地質

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 土質及び基礎
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3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 鋼構造及びコンクリート

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ トンネル

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 施工計画、施工設備及び積算

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 建設環境

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 機械

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 電気電子

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 地質調査

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 土地調査

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 土地評価

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 物件

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 機械工作物

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 営業補償・特殊補償

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 事業損失

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 補償関連

3043 サンコーコンサルタント株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区堤町１－１－２ 総合補償

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 測量一般

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 建築一般

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 道路

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 鉄道

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 都市計画及び地方計画

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 地質

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 土質及び基礎

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 鋼構造及びコンクリート

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 トンネル

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 施工計画、施工設備及び積算

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 建設環境

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 機械

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 地質調査

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 土地調査

3044 ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区東六番丁３１番２号 物件

3045 株式会社遠藤克彦建築研究所 県外 東京都港区浜松町１－９－１１大鵬ビル４階 建築一般

3045 株式会社遠藤克彦建築研究所 県外 東京都港区浜松町１－９－１１大鵬ビル４階 意匠

3045 株式会社遠藤克彦建築研究所 県外 東京都港区浜松町１－９－１１大鵬ビル４階 工事監理（建築）

3045 株式会社遠藤克彦建築研究所 県外 東京都港区浜松町１－９－１１大鵬ビル４階 地区計画及び地域計画

3046 株式会社エックス都市研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 廃棄物

3046 株式会社エックス都市研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 都市計画及び地方計画

3046 株式会社エックス都市研究所東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番３０号 建設環境

3047 有限会社村田弘建築設計亊務所 県外 秋田県秋田市八橋三和町１８番１５号 建築一般

3048 株式会社管総研東京支店 県外 東京都中央区京橋二丁目１番３号 上水道及び工業用水

3048 株式会社管総研東京支店 県外 東京都中央区京橋二丁目１番３号 下水道

3048 株式会社管総研東京支店 県外 東京都中央区京橋二丁目１番３号 農業土木

3048 株式会社管総研東京支店 県外 東京都中央区京橋二丁目１番３号 地質

3048 株式会社管総研東京支店 県外 東京都中央区京橋二丁目１番３号 施工計画、施工設備及び積算

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 建築一般

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 意匠

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 構造

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 暖冷房

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 衛生

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 電気

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 建築積算

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 機械積算

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 電気積算

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 調査

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 工事監理（建築）

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 工事監理（電気）

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 工事監理（機械）

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 耐震診断

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 地区計画及び地域計画

3049 株式会社佐藤総合計画東北オフィス 県外 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 都市計画及び地方計画

3050 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目６番２号 測量一般

3050 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目６番２号 建築一般

3050 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目６番２号 河川、砂防及び海岸・海洋

3050 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目６番２号 電力土木

3050 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目６番２号 道路

3050 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目６番２号 上水道及び工業用水

3050 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目６番２号 下水道

3050 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目６番２号 農業土木

3050 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目６番２号 都市計画及び地方計画

3050 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目６番２号 鋼構造及びコンクリート

3050 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目６番２号 地質調査

3050 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋１丁目６番２号 土地調査

3051 株式会社グリーンエコ東京事務所 県外 東京都北区田端新町三丁目１４番４号　ＮＯＺＡＫＩビル２０１ 道路

3051 株式会社グリーンエコ東京事務所 県外 東京都北区田端新町三丁目１４番４号　ＮＯＺＡＫＩビル２０１ 廃棄物

3051 株式会社グリーンエコ東京事務所 県外 東京都北区田端新町三丁目１４番４号　ＮＯＺＡＫＩビル２０１ 都市計画及び地方計画

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 建築一般

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 意匠

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 構造

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 暖冷房
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3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 衛生

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 電気

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 建築積算

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 機械積算

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 電気積算

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 調査

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 工事監理（建築）

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 工事監理（電気）

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 工事監理（機械）

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 耐震診断

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 地区計画及び地域計画

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 都市計画及び地方計画

3052 株式会社ＩＮＡ新建築研究所東日本支社 県外 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番２６号 建設環境

3053 中日本建設コンサルタント株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区二の森１０－１０ 河川、砂防及び海岸・海洋

3053 中日本建設コンサルタント株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区二の森１０－１０ 道路

3053 中日本建設コンサルタント株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区二の森１０－１０ 鉄道

3053 中日本建設コンサルタント株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区二の森１０－１０ 上水道及び工業用水

3053 中日本建設コンサルタント株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区二の森１０－１０ 下水道

3053 中日本建設コンサルタント株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区二の森１０－１０ 廃棄物

3053 中日本建設コンサルタント株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区二の森１０－１０ 都市計画及び地方計画

3053 中日本建設コンサルタント株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区二の森１０－１０ 土質及び基礎

3053 中日本建設コンサルタント株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区二の森１０－１０ 鋼構造及びコンクリート

3053 中日本建設コンサルタント株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区二の森１０－１０ トンネル

3053 中日本建設コンサルタント株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区二の森１０－１０ 建設環境

3053 中日本建設コンサルタント株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区二の森１０－１０ 電気電子

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 測量一般

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 地図の調整

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 建築一般

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 意匠

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 構造

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 暖冷房

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 衛生

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 電気

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 建築積算

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 機械積算

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 電気積算

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 調査

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 工事監理（建築）

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 工事監理（電気）

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 工事監理（機械）

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 耐震診断

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 地区計画及び地域計画

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 河川、砂防及び海岸・海洋

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 湾港及び空港

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 道路

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 上水道及び工業用水

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 下水道

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 農業土木

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 森林土木

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 水産土木

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 造園

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 都市計画及び地方計画

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 地質

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 土質及び基礎

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 鋼構造及びコンクリート

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 トンネル

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 施工計画、施工設備及び積算

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 建設環境

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 地質調査

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 土地調査

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 物件

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 機械工作物

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 営業補償・特殊補償

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 事業損失

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 補償関連

3054 株式会社三祐コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 総合補償

3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 建築一般

3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 意匠

3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 構造

3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 暖冷房

3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 衛生

3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 電気

3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 建築積算

3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 機械積算

3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 電気積算

3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 調査

3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 工事監理（建築）

3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 工事監理（電気）
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3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 工事監理（機械）

3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 耐震診断

3055 株式会社石川設計 県外 青森県十和田市西二十二番町２番４１号 地区計画及び地域計画

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 建築一般

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 意匠

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 構造

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 暖冷房

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 衛生

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 電気

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 建築積算

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 機械積算

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 電気積算

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 調査

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 工事監理（建築）

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 工事監理（電気）

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 工事監理（機械）

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 耐震診断

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 地区計画及び地域計画

3056 株式会社山下設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目９番１３号 都市計画及び地方計画

3057 株式会社アール・アイ・エー東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番１号 建築一般

3057 株式会社アール・アイ・エー東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番１号 地区計画及び地域計画

3057 株式会社アール・アイ・エー東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央二丁目９番１号 都市計画及び地方計画

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 測量一般

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 地図の調整

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 航空測量

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 建築一般

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 意匠

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 構造

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 暖冷房

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 衛生

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 電気

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 建築積算

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 機械積算

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 電気積算

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 調査

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 工事監理（建築）

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 工事監理（電気）

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 工事監理（機械）

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 耐震診断

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 地区計画及び地域計画

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 河川、砂防及び海岸・海洋

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 湾港及び空港

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 電力土木

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 道路

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 鉄道

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 上水道及び工業用水

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 下水道

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 農業土木

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 森林土木

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 水産土木

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 廃棄物

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 造園

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 都市計画及び地方計画

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 地質

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 土質及び基礎

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 鋼構造及びコンクリート

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 トンネル

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 施工計画、施工設備及び積算

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 建設環境

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 機械

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 電気電子

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 土地区画整理事業

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 地質調査

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 土地調査

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 土地評価

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 物件

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 機械工作物

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 営業補償・特殊補償

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 事業損失

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 補償関連

3058 株式会社三和技術コンサルタント 県外 山形県村山市楯岡二日町７番２１号 総合補償

3059 株式会社近代設計東北支社 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目１２番１２号 測量一般

3059 株式会社近代設計東北支社 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目１２番１２号 道路

3059 株式会社近代設計東北支社 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目１２番１２号 都市計画及び地方計画

3059 株式会社近代設計東北支社 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目１２番１２号 土質及び基礎

3059 株式会社近代設計東北支社 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目１２番１２号 鋼構造及びコンクリート

3059 株式会社近代設計東北支社 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目１２番１２号 トンネル

3059 株式会社近代設計東北支社 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目１２番１２号 施工計画、施工設備及び積算
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3059 株式会社近代設計東北支社 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目１２番１２号 建設環境

3059 株式会社近代設計東北支社 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目１２番１２号 地質調査

3060 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 河川、砂防及び海岸・海洋

3060 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 道路

3060 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 上水道及び工業用水

3060 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 農業土木

3060 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 森林土木

3060 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 地質

3060 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 土質及び基礎

3060 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 鋼構造及びコンクリート

3060 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 建設環境

3060 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 機械

3060 日本地下水開発株式会社 県外 山形県山形市大字松原７７７番地 地質調査

3061 株式会社東日本エンジニアリング 県外 福島県福島市南中央三丁目１３番地の３ 測量一般

3061 株式会社東日本エンジニアリング 県外 福島県福島市南中央三丁目１３番地の３ 土地調査

3061 株式会社東日本エンジニアリング 県外 福島県福島市南中央三丁目１３番地の３ 土地評価

3061 株式会社東日本エンジニアリング 県外 福島県福島市南中央三丁目１３番地の３ 物件

3061 株式会社東日本エンジニアリング 県外 福島県福島市南中央三丁目１３番地の３ 機械工作物

3061 株式会社東日本エンジニアリング 県外 福島県福島市南中央三丁目１３番地の３ 営業補償・特殊補償

3061 株式会社東日本エンジニアリング 県外 福島県福島市南中央三丁目１３番地の３ 事業損失

3061 株式会社東日本エンジニアリング 県外 福島県福島市南中央三丁目１３番地の３ 補償関連

3061 株式会社東日本エンジニアリング 県外 福島県福島市南中央三丁目１３番地の３ 総合補償

3062 株式会社シアターワークショップ 県外 東京都渋谷区神宮前六丁目２３番３号 建築一般

3062 株式会社シアターワークショップ 県外 東京都渋谷区神宮前六丁目２３番３号 調査

3062 株式会社シアターワークショップ 県外 東京都渋谷区神宮前六丁目２３番３号 工事監理（建築）

3063 日本シビックコンサルタント株式会社東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１番１１号 河川、砂防及び海岸・海洋

3063 日本シビックコンサルタント株式会社東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１番１１号 湾港及び空港

3063 日本シビックコンサルタント株式会社東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１番１１号 道路

3063 日本シビックコンサルタント株式会社東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１番１１号 鉄道

3063 日本シビックコンサルタント株式会社東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１番１１号 下水道

3063 日本シビックコンサルタント株式会社東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１番１１号 土質及び基礎

3063 日本シビックコンサルタント株式会社東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１番１１号 鋼構造及びコンクリート

3063 日本シビックコンサルタント株式会社東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１番１１号 トンネル

3063 日本シビックコンサルタント株式会社東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１番１１号 施工計画、施工設備及び積算

3063 日本シビックコンサルタント株式会社東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１番１１号 地質調査

3064 株式会社谷澤総合鑑定所東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町３丁目４番１８号 土地評価

3064 株式会社谷澤総合鑑定所東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町３丁目４番１８号 物件

3064 株式会社谷澤総合鑑定所東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町３丁目４番１８号 営業補償・特殊補償

3064 株式会社谷澤総合鑑定所東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町３丁目４番１８号 不動産鑑定

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 河川、砂防及び海岸・海洋

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 湾港及び空港

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 電力土木

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 道路

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 鉄道

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 上水道及び工業用水

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 下水道

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 農業土木

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 森林土木

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 水産土木

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 廃棄物

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 造園

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 都市計画及び地方計画

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 地質

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 土質及び基礎

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 鋼構造及びコンクリート

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ トンネル

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 施工計画、施工設備及び積算

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 建設環境

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 機械

3065 環境保全株式会社 県外 青森県平川市松崎西田４１番地１０ 電気電子

3066 国土情報開発株式会社 県外 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 測量一般

3066 国土情報開発株式会社 県外 東京都世田谷区池尻二丁目７番３号 地図の調整

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 建築一般

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 意匠

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 構造

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 暖冷房

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 衛生

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 電気

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 建築積算

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 機械積算

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 電気積算

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 調査

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 工事監理（建築）

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 工事監理（電気）

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 工事監理（機械）

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 耐震診断

3067 株式会社松下設計仙台支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目１番８号 地区計画及び地域計画

3068 株式会社吉田建設宮城営業所 県外 宮城県仙台市太白区富沢２丁目２０番２８号２０２ 測量一般
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3068 株式会社吉田建設宮城営業所 県外 宮城県仙台市太白区富沢２丁目２０番２８号２０２ 航空測量

3069 株式会社アクアジオテクノ 県外 北海道札幌市白石区本郷通九丁目北４番５号 地質

3069 株式会社アクアジオテクノ 県外 北海道札幌市白石区本郷通九丁目北４番５号 土質及び基礎

3069 株式会社アクアジオテクノ 県外 北海道札幌市白石区本郷通九丁目北４番５号 建設環境

3069 株式会社アクアジオテクノ 県外 北海道札幌市白石区本郷通九丁目北４番５号 地質調査

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 意匠

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 構造

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 暖冷房

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 衛生

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 電気

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 建築積算

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 機械積算

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 電気積算

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 調査

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 工事監理（建築）

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 工事監理（電気）

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 工事監理（機械）

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 耐震診断

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 地区計画及び地域計画

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 河川、砂防及び海岸・海洋

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 湾港及び空港

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 電力土木

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 道路

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 鉄道

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 上水道及び工業用水

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 下水道

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 農業土木

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 森林土木

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 水産土木

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 廃棄物

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 造園

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 都市計画及び地方計画

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 地質

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 土質及び基礎

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 鋼構造及びコンクリート

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） トンネル

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 施工計画、施工設備及び積算

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 建設環境

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 機械

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 電気電子

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 土地区画整理事業

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 地質調査

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 土地調査

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 物件

3070 株式会社日建技術コンサルタント東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区大町一丁目２番１号（ライオンビル） 機械工作物

3071 株式会社ゼンリン東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１２番７号 測量一般

3071 株式会社ゼンリン東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１２番７号 地図の調整

3072 株式会社アール・ピー・アイ 県外 東京都千代田区神田神保町二丁目３８番　いちご九段ビル３階 建築一般

3072 株式会社アール・ピー・アイ 県外 東京都千代田区神田神保町二丁目３８番　いちご九段ビル３階 意匠

3072 株式会社アール・ピー・アイ 県外 東京都千代田区神田神保町二丁目３８番　いちご九段ビル３階 水産土木

3072 株式会社アール・ピー・アイ 県外 東京都千代田区神田神保町二丁目３８番　いちご九段ビル３階 都市計画及び地方計画

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 測量一般

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 地図の調整

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 建築一般

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 意匠

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 構造

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 暖冷房

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 衛生

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 電気

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 建築積算

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 機械積算

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 電気積算

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 調査

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 工事監理（建築）

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 工事監理（電気）

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 工事監理（機械）

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 耐震診断

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 地区計画及び地域計画

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 河川、砂防及び海岸・海洋

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 湾港及び空港

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 道路

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 上水道及び工業用水

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 下水道

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 農業土木

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 森林土木

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 水産土木

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 廃棄物

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 造園
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3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 都市計画及び地方計画

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 地質

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 土質及び基礎

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 鋼構造及びコンクリート

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 施工計画、施工設備及び積算

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 建設環境

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 機械

3073 株式会社東和テクノロジー東京支店 県外 東京都中央区日本橋１丁目２－１０ 土地区画整理事業

3074 有限会社ウッドサークル 県外 東京都中央区日本橋人形町２－１６－２－４階 建築一般

3074 有限会社ウッドサークル 県外 東京都中央区日本橋人形町２－１６－２－４階 意匠

3074 有限会社ウッドサークル 県外 東京都中央区日本橋人形町２－１６－２－４階 調査

3074 有限会社ウッドサークル 県外 東京都中央区日本橋人形町２－１６－２－４階 工事監理（建築）

3074 有限会社ウッドサークル 県外 東京都中央区日本橋人形町２－１６－２－４階 地区計画及び地域計画

3074 有限会社ウッドサークル 県外 東京都中央区日本橋人形町２－１６－２－４階 造園

3074 有限会社ウッドサークル 県外 東京都中央区日本橋人形町２－１６－２－４階 都市計画及び地方計画

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 建築一般

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 意匠

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 構造

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 暖冷房

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 衛生

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 電気

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 建築積算

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 機械積算

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 電気積算

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 調査

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 工事監理（建築）

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 工事監理（電気）

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 工事監理（機械）

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 耐震診断

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 地区計画及び地域計画

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 湾港及び空港

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 土質及び基礎

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 鋼構造及びコンクリート

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 トンネル

3075 前田建設工業株式会社東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町４番１１号 施工計画、施工設備及び積算

3076 株式会社環境技術研究所東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区福室２丁目８－１７－３１４号 建築一般

3076 株式会社環境技術研究所東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区福室２丁目８－１７－３１４号 下水道

3076 株式会社環境技術研究所東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区福室２丁目８－１７－３１４号 廃棄物

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 建築一般

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 意匠

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 構造

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 暖冷房

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 衛生

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 電気

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 建築積算

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 機械積算

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 電気積算

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 調査

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 工事監理（建築）

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 工事監理（電気）

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 工事監理（機械）

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 耐震診断

3077 株式会社関・空間設計 県外 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番８号 地区計画及び地域計画

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 建築一般

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 意匠

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 構造

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 暖冷房

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 衛生

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 電気

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 建築積算

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 機械積算

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 電気積算

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 調査

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 工事監理（建築）

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 工事監理（電気）

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 工事監理（機械）

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 耐震診断

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 地区計画及び地域計画

3078 株式会社石本建築事務所東京オフィス 県外 東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 都市計画及び地方計画

3079 株式会社ミカミ東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１２番１５号　松栄宮城野ビル３０１ 測量一般

3079 株式会社ミカミ東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１２番１５号　松栄宮城野ビル３０１ 地図の調整

3079 株式会社ミカミ東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１２番１５号　松栄宮城野ビル３０１ 道路

3079 株式会社ミカミ東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１２番１５号　松栄宮城野ビル３０１ 都市計画及び地方計画

3079 株式会社ミカミ東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１２番１５号　松栄宮城野ビル３０１ 土質及び基礎

3079 株式会社ミカミ東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１２番１５号　松栄宮城野ビル３０１ 鋼構造及びコンクリート

3079 株式会社ミカミ東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１２番１５号　松栄宮城野ビル３０１ 施工計画、施工設備及び積算

3079 株式会社ミカミ東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１２番１５号　松栄宮城野ビル３０１ 土地区画整理事業

3079 株式会社ミカミ東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１２番１５号　松栄宮城野ビル３０１ 土地調査
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3079 株式会社ミカミ東北支店 県外 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１２番１５号　松栄宮城野ビル３０１ 物件

3080 株式会社オリス東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－３－８　及川パークビル２Ｆ 測量一般

3080 株式会社オリス東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－３－８　及川パークビル２Ｆ 地図の調整

3080 株式会社オリス東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－３－８　及川パークビル２Ｆ 航空測量

3080 株式会社オリス東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－３－８　及川パークビル２Ｆ 河川、砂防及び海岸・海洋

3080 株式会社オリス東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－３－８　及川パークビル２Ｆ 道路

3080 株式会社オリス東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－３－８　及川パークビル２Ｆ 土地調査

3080 株式会社オリス東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－３－８　及川パークビル２Ｆ 物件

3080 株式会社オリス東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－３－８　及川パークビル２Ｆ 営業補償・特殊補償

3080 株式会社オリス東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－３－８　及川パークビル２Ｆ 事業損失

3080 株式会社オリス東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区本町１－３－８　及川パークビル２Ｆ 補償関連

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 測量一般

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 地図の調整

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 建築一般

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 意匠

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 構造

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 暖冷房

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 衛生

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 電気

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 建築積算

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 機械積算

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 電気積算

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 調査

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 工事監理（建築）

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 工事監理（電気）

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 工事監理（機械）

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 耐震診断

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 地区計画及び地域計画

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 河川、砂防及び海岸・海洋

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 湾港及び空港

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 電力土木

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 道路

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 鉄道

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 上水道及び工業用水

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 下水道

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 農業土木

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 水産土木

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 廃棄物

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 造園

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 都市計画及び地方計画

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 地質

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 土質及び基礎

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 鋼構造及びコンクリート

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 トンネル

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 施工計画、施工設備及び積算

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 建設環境

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 機械

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 電気電子

3081 パシフィックコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 地質調査

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 測量一般

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 地図の調整

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 航空測量

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 河川、砂防及び海岸・海洋

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 湾港及び空港

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 道路

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 上水道及び工業用水

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 下水道

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 農業土木

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 森林土木

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 造園

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 都市計画及び地方計画

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 地質

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 土質及び基礎

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 鋼構造及びコンクリート

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 トンネル

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 施工計画、施工設備及び積算

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 建設環境

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 土地区画整理事業

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 地質調査

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 土地調査

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 土地評価

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 物件

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 機械工作物

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 営業補償・特殊補償

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 事業損失

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 補償関連

3082 株式会社フジヤマ東京支店 県外 東京都千代田区東神田２丁目６番７号　クラウン高橋ビル３階 総合補償

3083 クリモトパイプエンジニアリング株式会社 県外 大阪府大阪市住之江区泉二丁目１番６４号 上水道及び工業用水
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登録業務№ 業者名称 住所区分 所在地

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 建築一般

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 意匠

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 構造

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 暖冷房

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 衛生

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 電気

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 建築積算

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 機械積算

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 電気積算

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 調査

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 工事監理（建築）

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 工事監理（電気）

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 工事監理（機械）

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 耐震診断

3084 ＡＩＳ総合設計株式会社 県外 栃木県宇都宮市明保野町２番１０号 地区計画及び地域計画

3085 北海道地図株式会社 県外 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 地図の調整

3085 北海道地図株式会社 県外 北海道旭川市台場一条二丁目１番６号 航空測量

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 建築一般

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 意匠

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 構造

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 暖冷房

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 衛生

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 電気

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 建築積算

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 機械積算

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 電気積算

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 調査

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 工事監理（建築）

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 工事監理（電気）

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 工事監理（機械）

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 耐震診断

3086 株式会社盛総合設計 県外 宮城県仙台市青葉区上杉三丁目３番１６号 地区計画及び地域計画

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 建築一般

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 意匠

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 構造

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 暖冷房

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 衛生

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 電気

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 建築積算

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 機械積算

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 電気積算

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 調査

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 工事監理（建築）

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 工事監理（電気）

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 工事監理（機械）

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 耐震診断

3087 有限会社日本建築研究所 県外 千葉県流山市鰭ヶ崎字宮後１３２１番１　クレスト南流山１０６号 地区計画及び地域計画

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 測量一般

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 地図の調整

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 建築一般

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 意匠

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 構造

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 暖冷房

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 衛生

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 電気

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 建築積算

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 機械積算

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 電気積算

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 調査

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 工事監理（建築）

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 工事監理（電気）

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 工事監理（機械）

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 耐震診断

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 地区計画及び地域計画

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 河川、砂防及び海岸・海洋

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 湾港及び空港

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 電力土木

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 道路

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 鉄道

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 上水道及び工業用水

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 下水道

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 水産土木

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 廃棄物

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 造園

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 都市計画及び地方計画

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 地質

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 土質及び基礎

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 鋼構造及びコンクリート
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3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 トンネル

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 施工計画、施工設備及び積算

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 建設環境

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 機械

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 電気電子

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 土地区画整理事業

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 地質調査

3088 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 県外 宮城県仙台市青葉区二日町１番２３号 土地調査

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 測量一般

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 地図の調整

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 建築一般

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 意匠

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 構造

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 調査

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 地区計画及び地域計画

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 河川、砂防及び海岸・海洋

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 道路

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 上水道及び工業用水

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 下水道

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 造園

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 都市計画及び地方計画

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 地質

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 土質及び基礎

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 鋼構造及びコンクリート

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 施工計画、施工設備及び積算

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 建設環境

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 土地区画整理事業

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 地質調査

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 土地調査

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 土地評価

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 物件

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 機械工作物

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 営業補償・特殊補償

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 事業損失

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 補償関連

3089 株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店 県外 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目５番２５号 総合補償

3090 管清工業株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市若林区卸町東四丁目３番１７号 測量一般

3090 管清工業株式会社東北営業所 県外 宮城県仙台市若林区卸町東四丁目３番１７号 下水道

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 測量一般

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 地図の調整

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 航空測量

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 建築一般

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 意匠

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 構造

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 調査

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 地区計画及び地域計画

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 河川、砂防及び海岸・海洋

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 湾港及び空港

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 道路

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 下水道

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 水産土木

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 造園

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 都市計画及び地方計画

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 地質

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 土質及び基礎

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 鋼構造及びコンクリート

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 トンネル

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 施工計画、施工設備及び積算

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 建設環境

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 電気電子

3091 三井共同建設コンサルタント株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 地質調査

3092 株式会社三橋設計 県外 東京都千代田区内神田１－２－８ 建築一般

3092 株式会社三橋設計 県外 東京都千代田区内神田１－２－８ 意匠

3092 株式会社三橋設計 県外 東京都千代田区内神田１－２－８ 構造

3092 株式会社三橋設計 県外 東京都千代田区内神田１－２－８ 暖冷房

3092 株式会社三橋設計 県外 東京都千代田区内神田１－２－８ 衛生

3092 株式会社三橋設計 県外 東京都千代田区内神田１－２－８ 電気

3092 株式会社三橋設計 県外 東京都千代田区内神田１－２－８ 建築積算

3092 株式会社三橋設計 県外 東京都千代田区内神田１－２－８ 電気積算

3092 株式会社三橋設計 県外 東京都千代田区内神田１－２－８ 調査

3092 株式会社三橋設計 県外 東京都千代田区内神田１－２－８ 工事監理（建築）

3092 株式会社三橋設計 県外 東京都千代田区内神田１－２－８ 工事監理（電気）

3092 株式会社三橋設計 県外 東京都千代田区内神田１－２－８ 工事監理（機械）

3092 株式会社三橋設計 県外 東京都千代田区内神田１－２－８ 耐震診断

3092 株式会社三橋設計 県外 東京都千代田区内神田１－２－８ 地区計画及び地域計画

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 測量一般

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 地図の調整

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 航空測量
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3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 建築一般

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 建築積算

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 調査

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 耐震診断

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 地区計画及び地域計画

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 河川、砂防及び海岸・海洋

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 湾港及び空港

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 電力土木

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 道路

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 上水道及び工業用水

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 下水道

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 農業土木

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 森林土木

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 水産土木

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 廃棄物

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 造園

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 都市計画及び地方計画

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 地質

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 土質及び基礎

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 鋼構造及びコンクリート

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ トンネル

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 施工計画、施工設備及び積算

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 建設環境

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 機械

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 電気電子

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 土地区画整理事業

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 地質調査

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 土地調査

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 土地評価

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 物件

3093 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社東北支社 県外 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１ 補償関連

3094 株式会社都市計画研究所 県外 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 建築一般

3094 株式会社都市計画研究所 県外 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 意匠

3094 株式会社都市計画研究所 県外 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 建築積算

3094 株式会社都市計画研究所 県外 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 調査

3094 株式会社都市計画研究所 県外 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 工事監理（建築）

3094 株式会社都市計画研究所 県外 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 地区計画及び地域計画

3094 株式会社都市計画研究所 県外 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 造園

3094 株式会社都市計画研究所 県外 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 都市計画及び地方計画

3094 株式会社都市計画研究所 県外 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番５号 建設環境

3095 株式会社サーベイリサーチセンター東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目４番１号 道路

3095 株式会社サーベイリサーチセンター東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目４番１号 都市計画及び地方計画

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 建築一般

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 意匠

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 構造

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 暖冷房

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 衛生

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 電気

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 建築積算

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 機械積算

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 電気積算

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 調査

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 工事監理（建築）

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 工事監理（電気）

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 工事監理（機械）

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 耐震診断

3096 株式会社丸川建築設計事務所東京事務所 県外 東京都文京区小石川５－１３－５ 地区計画及び地域計画

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 建築一般

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 意匠

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 構造

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 暖冷房

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 衛生

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 電気

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 建築積算

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 機械積算

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 電気積算

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 調査

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 工事監理（建築）

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 工事監理（電気）

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 工事監理（機械）

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 耐震診断

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 地区計画及び地域計画

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 湾港及び空港

3097 株式会社梓設計東北事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 都市計画及び地方計画

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 測量一般

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 地図の調整

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 航空測量

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 建築一般
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3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 意匠

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 構造

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 暖冷房

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 衛生

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 電気

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 建築積算

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 工事監理（建築）

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 工事監理（電気）

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 工事監理（機械）

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 耐震診断

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 地区計画及び地域計画

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 河川、砂防及び海岸・海洋

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 湾港及び空港

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 道路

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 鉄道

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 上水道及び工業用水

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 下水道

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 農業土木

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 廃棄物

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 造園

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 都市計画及び地方計画

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 地質

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 土質及び基礎

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 鋼構造及びコンクリート

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 トンネル

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 施工計画、施工設備及び積算

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 建設環境

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 機械

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 電気電子

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 土地区画整理事業

3098 株式会社日産技術コンサルタント東北事務所 県外 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 地質調査

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 建築一般

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 意匠

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 構造

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 暖冷房

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 衛生

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 電気

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 建築積算

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 機械積算

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 電気積算

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 調査

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 工事監理（建築）

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 工事監理（電気）

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 工事監理（機械）

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 耐震診断

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 地区計画及び地域計画

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 道路

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 鉄道

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 造園

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 都市計画及び地方計画

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 土質及び基礎

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 鋼構造及びコンクリート

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 施工計画、施工設備及び積算

3099 株式会社三菱地所設計東北支店 県外 宮城県仙台市青葉区國分町３－６－１ 建設環境

3100 Ｏ・Ｔ・テクノリサーチ株式会社 県外 宮城県仙台市泉区大沢二丁目１２番４号 鋼構造及びコンクリート

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 測量一般

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 建築一般

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 意匠

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 構造

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 暖冷房

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 衛生

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 電気

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 建築積算

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 機械積算

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 電気積算

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 調査

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 工事監理（建築）

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 工事監理（電気）

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 工事監理（機械）

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 耐震診断

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 地区計画及び地域計画

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 河川、砂防及び海岸・海洋

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 湾港及び空港

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 電力土木

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 道路

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 鉄道

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 上水道及び工業用水

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 下水道
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3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 農業土木

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 森林土木

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 水産土木

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 廃棄物

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 造園

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 都市計画及び地方計画

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 地質

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 土質及び基礎

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 鋼構造及びコンクリート

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 トンネル

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 施工計画、施工設備及び積算

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 建設環境

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 機械

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 電気電子

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 土地区画整理事業

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 土地調査

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 土地評価

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 物件

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 機械工作物

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 営業補償・特殊補償

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 事業損失

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 補償関連

3101 株式会社ＵＲリンケージ 県外 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 総合補償

3102 株式会社乃村工藝社 県外 東京都港区台場２丁目３番４号 建築一般

3102 株式会社乃村工藝社 県外 東京都港区台場２丁目３番４号 意匠

3102 株式会社乃村工藝社 県外 東京都港区台場２丁目３番４号 調査

3102 株式会社乃村工藝社 県外 東京都港区台場２丁目３番４号 地区計画及び地域計画

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 建築一般

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 意匠

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 構造

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 暖冷房

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 衛生

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 電気

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 建築積算

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 機械積算

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 電気積算

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 調査

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 工事監理（建築）

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 工事監理（電気）

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 工事監理（機械）

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 耐震診断

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 地区計画及び地域計画

3103 アール・エー・ビー開発株式会社 県外 青森県青森市第二問屋町三丁目２番３５号 電気電子

3104 株式会社東鳳電通設計事務所 県外 青森県青森市青葉一丁目２番地１１ 電気電子

3105 株式会社相和技術研究所仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１１番５－２号 建築一般

3105 株式会社相和技術研究所仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１１番５－２号 意匠

3106 株式会社構造計画 県外 宮城県仙台市青葉区本町三丁目５番２２号 構造

3106 株式会社構造計画 県外 宮城県仙台市青葉区本町三丁目５番２２号 工事監理（建築）

3106 株式会社構造計画 県外 宮城県仙台市青葉区本町三丁目５番２２号 耐震診断

3107 株式会社三上建築事務所 県外 茨城県水戸市大町三丁目４番３６号 建築一般

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 測量一般

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 地図の調整

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 航空測量

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 河川、砂防及び海岸・海洋

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 道路

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 農業土木

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 森林土木

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 都市計画及び地方計画

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 土質及び基礎

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 鋼構造及びコンクリート

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 施工計画、施工設備及び積算

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 土地調査

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 土地評価

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 物件

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 機械工作物

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 営業補償・特殊補償

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 事業損失

3108 株式会社イビソク仙台支店 県外 宮城県仙台市若林区上飯田２丁目２９番４０号 補償関連

3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 建築一般

3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 意匠

3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 構造

3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 暖冷房

3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 衛生

3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 電気

3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 建築積算

3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 機械積算

3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 電気積算

3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 調査
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3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 工事監理（建築）

3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 工事監理（電気）

3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 工事監理（機械）

3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 耐震診断

3109 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 県外 東京都文京区後楽一丁目４番２７号 地区計画及び地域計画

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 建築一般

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 意匠

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 構造

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 暖冷房

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 衛生

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 電気

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 建築積算

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 機械積算

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 電気積算

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 調査

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 工事監理（建築）

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 工事監理（電気）

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 工事監理（機械）

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 耐震診断

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 地区計画及び地域計画

3110 株式会社久米設計東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 都市計画及び地方計画

3111 株式会社アーバンパイオニア設計仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１６号 河川、砂防及び海岸・海洋

3111 株式会社アーバンパイオニア設計仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１６号 道路

3111 株式会社アーバンパイオニア設計仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１６号 造園

3111 株式会社アーバンパイオニア設計仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１６号 都市計画及び地方計画

3111 株式会社アーバンパイオニア設計仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１６号 土質及び基礎

3111 株式会社アーバンパイオニア設計仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１６号 鋼構造及びコンクリート

3111 株式会社アーバンパイオニア設計仙台事務所 県外 宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１６号 施工計画、施工設備及び積算

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 意匠

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 構造

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 暖冷房

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 衛生

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 電気

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 建築積算

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 機械積算

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 電気積算

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 調査

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 工事監理（建築）

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 工事監理（電気）

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 工事監理（機械）

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 耐震診断

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 地区計画及び地域計画

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 河川、砂防及び海岸・海洋

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 湾港及び空港

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 電力土木

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 道路

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 鉄道

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 上水道及び工業用水

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 下水道

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 農業土木

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 森林土木

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 水産土木

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 廃棄物

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 造園

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 都市計画及び地方計画

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 地質

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 土質及び基礎

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 鋼構造及びコンクリート

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 トンネル

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 施工計画、施工設備及び積算

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 建設環境

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 機械

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 電気電子

3112 ランドブレイン株式会社仙台事務所 県外 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 土地区画整理事業

3113 東京システム特機株式会社 県外 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 電気電子

3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 建築一般

3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 意匠

3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 構造

3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 暖冷房

3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 衛生

3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 電気

3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 建築積算

3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 機械積算

3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 電気積算

3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 調査

3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 工事監理（建築）

3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 工事監理（電気）

3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 工事監理（機械）
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3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 耐震診断

3114 株式会社内藤建築事務所東京事務所 県外 東京都中央区八丁堀三丁目１２番８号 地区計画及び地域計画

3115 株式会社環境管理センター福島事業所 県外 福島県福島市陣場町８－２４　サニーコート福島４０４ 建設環境

3116 株式会社ケー・シー・エス東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１番２号 道路

3116 株式会社ケー・シー・エス東北支社 県外 宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１番２号 都市計画及び地方計画
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