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アークコンサル アークコンサル株式会社 200000001

アーステック 有限会社アーステック 200000002

アートシステム 株式会社アートシステム 200000003

アーバンパイオニアセッケイ 株式会社アーバンパイオニア設計　仙台事務所 200000004

アールアイエー 株式会社アール・アイ・エー　東北支社 200000005

アールエービーカイハツ アール・エー・ビー開発株式会社 200000006

アイエヌエーシンケンチクケンキュウジョ 株式会社ＩＮＡ新建築研究所　東日本支社 200000007

アイセッケイ 株式会社あい設計　仙台支社 200000008

アイテックケイカク 株式会社アイテック計画 200000326

アオモリケンコウキョウショクタクトウキシホウショシキョウカイ 一般社団法人青森県公共嘱託登記司法書士協会 200000009

アオモリケンコウキョウショクタクトウキトチカオクチョウサシキョウカイ 公益社団法人青森県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 200000010

アオモリケントチカイリョウジギョウダンタイレンゴウカイ 青森県土地改良事業団体連合会 200000011

アオモリケンリンギョウコンサルタント 一般社団法人青森県林業コンサルタント 200000012

アオモリジバンケンキュウショ 有限会社青森地盤研究所 200000013

アオモリソクリョウ 有限会社青森測量 200000014

アキタカンキョウソクテイセンター 秋田環境測定センター株式会社 200000015

アサノタイセイキソエンジニアリング 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング　青森営業所 200000016

アサヒコウヨウ 朝日航洋株式会社　盛岡営業所 200000017

アサリケンチクセッケイジムショ 有限会社浅利建築設計事務所 200000018

アジアコウソク アジア航測株式会社　青森営業所 200000019

アズサセッケイ 株式会社梓設計　東北事務所 200000020

アトリエタアクイッキュウケンチクシジムショ 有限会社アトリエタアク一級建築士事務所 200000021

アリツカマナブケンチクセッケイジムショ 株式会社蟻塚学建築設計事務所 200000022

イシカワセッケイ 株式会社石川設計 200000023

イシモトケンチクジムショ 株式会社石本建築事務所 200000024

イチソクセッケイ 株式会社一測設計 200000025

イッキュウケンチクシジムショパンダデザイン 一級建築士事務所Ｐａｎｄａ　Ｄｅｓｉｇｎ 200000328

イトウキサブロウケンチクケンキュウジョ 株式会社伊藤喜三郎建築研究所　仙台支店 200000026

イビソク 株式会社イビソク　仙台支店 200000027

イワミダセッケイ 株式会社岩見田・設計　東北事務所 200000028
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ウッドサークル 有限会社ウッドサークル 200000029

エーシーエセッケイ 株式会社エーシーエ設計 200000033

エーシーデザイン ＡＣデザイン株式会社 200000034

エイコウコンサルタンツ エイコウコンサルタンツ株式会社 200000030

エイトギジュツ エイト技術株式会社 200000031

エイトニホンギジュツカイハツ 株式会社エイト日本技術開発　青森事務所 200000032

エクランイッキュウケンチクシジムショ 株式会社エクラン一級建築士事務所 200000035

エスピーフォーラム 株式会社ＳＰフォーラム 200000036

エックストシケンキュウショ 株式会社エックス都市研究所　東北事務所 200000037

エヌエイチケイテクノロジーズ 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ　仙台総支社 200000038

エヌエスカンキョウ エヌエス環境株式会社　青森支店 200000039

エヌシーイー エヌシーイー株式会社 200000040

エヌジェーエス 株式会社ＮＪＳ　青森出張所 200000041

エヌティーシーコンサルタンツ ＮＴＣコンサルタンツ株式会社　東北支社 200000042

エヌティティインフラネット エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社　宮城支店 200000043

エヌティティファシリティーズ 株式会社ＮＴＴファシリティーズ　東北支店 200000044

エヌティティファシリティーズトウホク 株式会社ＮＴＴファシリティーズ東北 200000045

エビナソクリョウジムショ 有限会社蝦名測量事務所 200000046

エルビーアールカンテイ 有限会社ＬＢＲ鑑定 200000047

エンドウカツヒコケンチクケンキュウジョ 株式会社遠藤克彦建築研究所 200000048

オウケイソクリョウ 有限会社桜慶測量 200000049

オウヨウチシツ 応用地質株式会社　青森営業所 200000050

オオタソクリョウセッケイ 株式会社オオタ測量設計 200000051

オオバ 株式会社オオバ　東北・北支店 200000052

オオバヤシグミ 株式会社大林組　東北支店 200000053

オクヤマボーリング 奥山ボーリング株式会社　青森支店 200000054

オノコウゾウセッケイ 株式会社小野構造設計 200000055

オリエンタルコンサルタンツ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　青森事務所 200000056

オリジナルセッケイ オリジナル設計株式会社　青森営業所 200000057

カーボンフリーネットワーク カーボンフリーネットワーク株式会社 200000058
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カイセイギジュツ 開成技術株式会社 200000059

カイハツギケン 株式会社開発技研 200000060

カイヨウチョウサセンター 株式会社海洋調査センター 200000061

カジマケンセツ 鹿島建設株式会社　東北支店 200000062

カタギリフドウサンカンテイジムショ 有限会社片桐不動産鑑定事務所 200000063

カトーケンチクセッケイジムショ 株式会社カトー建築設計事務所 200000064

カワサキチシツ 川崎地質株式会社　青森営業所 200000065

カワシマリュウタロウケンチクジムショ 株式会社川島隆太郎建築事務所 200000066

カンキョウギジュツケンキュウショ 株式会社環境技術研究所　東北支店 200000067

カンキョウコウガク 株式会社環境工学 200000068

カンキョウシセツコンサルタント 株式会社環境施設コンサルタント 200000070

カンキョウジギョウケイカクケンキュウショ 株式会社環境事業計画研究所 200000069

カンキョウデザインケンキュウショ 株式会社環境デザイン研究所 200000071

カンキョウホゼン 環境保全株式会社　弘前営業所 200000072

カンセイコウギョウ 管清工業株式会社　東北営業所 200000073

カンソウケン 株式会社管総研　東京支店 200000074

キクチギケンコンサルタント 株式会社菊池技研コンサルタント 200000075

キソジバンコンサルタンツ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社　青森事務所 200000077

キタイセッケイ キタイ設計株式会社　東北支社 200000078

キタコン 株式会社キタコン 200000079

キタニホンアサヒコウヨウ 株式会社北日本朝日航洋 200000080

キタニホンカイハツ 株式会社北日本開発 200000081

キタムラギジュツ 北村技術株式会社 200000082

キャデック 株式会社キャデック 200000083

キョウイクシセツケンキュウショ 株式会社教育施設研究所　東北事務所 200000084

キョウワコンサルタンツ 株式会社協和コンサルタンツ　青森営業所 200000085

キョウワセッケイ 協和設計株式会社　東北支店 200000086

キンダイセッケイ 株式会社近代設計　東北支社 200000087

ギコウ 株式会社技衡 200000076

クウカンゲイジュツケンキュウショ 株式会社空間芸術研究所 200000088
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クウカンブンカカイハツキコウ 株式会社空間文化開発機構 200000089

クジセッケイ 株式会社久慈設計　青森事務所 200000090

クジセッケイヒガシニホン 株式会社久慈設計東日本 200000091

クスヤマセッケイ 株式会社楠山設計　青森事務所 200000092

クドウカネマサケンチクセッケイ 株式会社工藤金正建築設計 200000093

クドウケンチクセッケイジムショ 工藤建築設計事務所 200000094

クマザワケンチクセッケイジムショ 株式会社熊澤建築設計事務所 200000095

クメセッケイ 株式会社久米設計　東北支社 200000096

ケーシーエス 株式会社ケー・シー・エス　北東北事務所 200000098

ケイリョウケイカクケンキュウジョ 一般財団法人計量計画研究所　東北事務所 200000097

ケンセツエヌアールティ 建設ＮＲＴ株式会社 200000099

ケンセツカンキョウケンキュウジョ 株式会社建設環境研究所　東北支社 200000100

ケンセツギジュツケンキュウジョ 株式会社建設技術研究所　青森事務所 200000101

コウメイギジュツ 株式会社弘明技術 200000102

コウリン 株式会社興林　青森支店 200000103

コウワ 株式会社興和 200000104

コウワ 株式会社興和　東北支店 200000105

コクサイカイハツコンサルタンツ 株式会社国際開発コンサルタンツ　仙台支店 200000106

コクサイコウギョウ 国際航業株式会社　青森営業所 200000107

コクサイブンカザイ 国際文化財株式会社　東北支店 200000108

コクドカンテイケンキュウジョ 株式会社国土鑑定研究所 200000109

コクドジョウホウカイハツ 国土情報開発株式会社 200000110

コクドボウサイギジュツ 国土防災技術株式会社　青森支店 200000111

コサカギケン 株式会社コサカ技研 200000112

コンテックヒガシニホン 株式会社コンテック東日本 200000113

サーベイリサーチセンター 株式会社サーベイリサーチセンター　東北事務所 200000114

サイトウフドウサンカンテイジムショ 有限会社斎藤不動産鑑定事務所 200000115

サトウソウゴウケイカク 株式会社佐藤総合計画　東北オフィス 200000116

サネックス 株式会社サネックス 200000117

サワグチケンチクセッケイジムショ 有限会社澤口建築設計事務所 200000118
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サンスイコンサルタント 株式会社三水コンサルタント　青森事務所 200000119

サンセッケイ 株式会社サン設計 200000120

サンユウコンサルタンツ 株式会社三祐コンサルタンツ　仙台支店 200000121

サンワギジュツ 株式会社三和技術 200000122

サンワギジュツコンサルタント 株式会社三和技術コンサルタント 200000123

シーピーシー 株式会社ＣＰＣ　東北支店 200000125

シアターワークショップ 株式会社シアターワークショップ 200000124

システムキカクセッケイ システム企画設計株式会社 200000129

シミズケンセツ 清水建設株式会社　東北支店 200000130

シモキタソクリョウ 有限会社下北測量 200000131

シュウワセッケイコンサルタント 秀和設計コンサルタント株式会社 200000132

ショウワ 昭和株式会社　東北支社 200000133

ショウワセッケイ 株式会社昭和設計　仙台事務所 200000310

シンギジュツコンサル 株式会社シン技術コンサル　東北支店 200000134

シンサンソクリョウ 新産測量株式会社 200000135

シントウケイソク 株式会社しんとう計測 200000136

シンニホンセッケイ 新日本設計株式会社　東北支社青森事務所 200000137

シンリンテクニクス 株式会社森林テクニクス　東北支店 200000138

ジェイアールヒガシニホンケンチクセッケイ 株式会社ＪＲ東日本建築設計　東北事務所 200000126

ジェイアールヒガシニホンコンサルタンツ ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社　東北支店 200000127

ジオサーチ ジオ・サーチ株式会社 200000128

スミケンチクセッケイジムショ 株式会社澄建築設計事務所 200000309

セイケンセッケイ 株式会社青建設計 200000139

セイシュウ 株式会社青秋 200000140

セイリンケンセツコンサルタント 株式会社青林建設コンサルタント 200000141

セイワセッケイ 株式会社青和設計 200000142

セキクウカンセッケイ 株式会社関・空間設計 200000143

セントラルギケン セントラル技研株式会社 200000144

セントラルコンサルタント セントラルコンサルタント株式会社　東北支社青森営業所 200000145

ゼンリン 株式会社ゼンリン　東北第一エリアグループ 200000146
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ソウゴウフドウサンカンテイコンサルタント 株式会社総合不動産鑑定コンサルタント 200000325

ソウホクセッケイ 株式会社そうほく設計 200000147

ソウワギジュツケンキュウショ 株式会社相和技術研究所　青森事務所 200000148

ソクチギケン 有限会社測地技研 200000149

ソクチコンサルシステム 株式会社測地コンサルシステム 200000150

タイセイコンサル 株式会社大成コンサル 200000153

タイセンカイハツ 大泉開発株式会社　弘前営業所 200000154

タケウチケンチクケンキュウショ 株式会社竹内建築研究所 200000160

タックエンジニアリング 株式会社タックエンジニアリング 200000161

タテケンセツコンサルタント 株式会社舘建設コンサルタント 200000162

タニザワソウゴウカンテイショ 株式会社谷澤総合鑑定所　東北支社 200000163

タマノソウゴウコンサルタント 玉野総合コンサルタント株式会社　盛岡事務所 200000164

タンセイシャ 株式会社丹青社 200000165

ダイイチチシツ 有限会社第一地質 200000151

ダイケンセッケイ 株式会社大建設計　東北事務所 200000152

ダイトウカンキョウカガク 株式会社大東環境科学 200000155

ダイニッポンコンサルタント 大日本コンサルタント株式会社　青森営業所 200000156

ダイヤコンサルタント 株式会社ダイヤコンサルタント　青森事務所 200000157

ダイワコンサルタント 株式会社大和コンサルタント 200000158

ダイワリース 大和リース株式会社　青森営業所 200000159

チバフドウサンカンテイジムショ 株式会社ちば不動産鑑定事務所 200000166

チュウオウカイハツ 中央開発株式会社　青森営業所 200000167

チュウオウケンテツ 中央建鉄株式会社　仙台支店 200000168

チュウオウコンサルタンツ 中央コンサルタンツ株式会社　仙台支店 200000169

チュウオウセッケイ 有限会社中央設計 200000170

チュウオウセッケイギジュツケンキュウショ 株式会社中央設計技術研究所 200000171

チュウオウフッケンコンサルタンツ 中央復建コンサルタンツ株式会社　東北支社 200000172

チョウダイ 株式会社長大　北東北事務所 200000173

チヨダコンサルタント 株式会社千代田コンサルタント　東北支店 200000174

ツルスイボーリング 鶴水ボーリング株式会社 200000175
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テクノハセ 株式会社テクノ長谷　青森営業所 200000176

テルセッケイ 株式会社てる設計 200000177

デンキコウギョウ 電気興業株式会社　仙台支店 200000178

トータルメディアカイハツケンキュウショ 株式会社トータルメディア開発研究所 200000194

トーニチコンサルタント 株式会社トーニチコンサルタント　青森事務所 200000195

トーハイ 有限会社トーハイ 200000196

トウエイ 株式会社東英 200000179

トウキョウケンセツコンサルタント 株式会社東京建設コンサルタント　東北支社 200000180

トウキョウシステムトッキ 東京システム特機株式会社 200000318

トウキョウセッケイジムショ 株式会社東京設計事務所　青森事務所 200000181

トウキョウソイルリサーチ 株式会社東京ソイルリサーチ　東北支店 200000182

トウコウコンサルタンツ 株式会社東光コンサルタンツ　仙台支店 200000183

トウハタケンチクジムショ 株式会社東畑建築事務所　本社オフィス東京 200000184

トウホクエンジニアリング 東北エンジニアリング株式会社 200000185

トウホクケンセツコンサルタント 東北建設コンサルタント株式会社 200000186

トウホクソクリョウ 東北測量株式会社 200000187

トウホクボーリング 東北ボーリング株式会社 200000188

トウヨウギケンコンサルタント 東洋技研コンサルタント株式会社　札幌支社 200000189

トウヨウセッケイジムショ 株式会社東洋設計事務所　東北支所 200000190

トウヨウソクリョウセッケイ 東陽測量設計株式会社 200000191

トオホオデンツウセッケイジムショ 株式会社東鳳電通設計事務所 200000197

トキセッケイ 株式会社時設計 200000198

トシカンキョウケンキュウショ 株式会社都市環境研究所 200000199

トシケイカクケンキュウジョ 株式会社都市計画研究所 200000200

トシミライスイシンキコウ 一般財団法人都市みらい推進機構 200000201

トラストプラン 株式会社トラストプラン 200000203

ドーコン 株式会社ドーコン　東北支店 200000193

ドウロケンセツコンサルタント 株式会社道路建設コンサルタント 200000192

ドボクギケン 株式会社土木技研 200000202

ナイガイエンジニアリング 内外エンジニアリング株式会社　東北支店 200000311
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ナカジマゴロウセッケイジムショ 株式会社中嶋五郎設計事務所 200000204

ナカニホンケンセツコンサルタント 中日本建設コンサルタント株式会社　仙台事務所 200000205

ナカニワソクリョウコンサルタント 株式会社中庭測量コンサルタント　盛岡営業所 200000206

ナカノアイシステム 株式会社ナカノアイシステム　青森営業所 200000207

ニシザワケンチクセッケイジムショ 株式会社西沢建築設計事務所 200000208

ニッケンギジュツコンサルタント 株式会社日建技術コンサルタント　東北支社 200000209

ニッサンギジュツコンサルタント 株式会社日産技術コンサルタント　東北事務所 200000210

ニッシンギジュツコンサルタント 株式会社日新技術コンサルタント　青森出張所 200000211

ニッスイコン 株式会社日水コン　青森事務所 200000212

ニッソウケン 株式会社日総建　東北事務所 200000213

ニッソクコンサルタント 株式会社日測コンサルタント 200000214

ニホンインシーク 株式会社日本インシーク　東北支店 200000215

ニホンカンキョウエイセイセンター 一般財団法人日本環境衛生センター 200000216

ニホンキショウキョウカイ 一般財団法人日本気象協会　東北支社 200000217

ニホンコウエイ 日本工営株式会社　青森事務所 200000218

ニホンスイコウコンサルタント 株式会社日本水工コンサルタント　青森営業所 200000219

ニホンスイコウセッケイ 日本水工設計株式会社　青森事務所 200000220

ニホンセッケイ 株式会社日本設計 200000221

ニホンソウゴウケンキュウショ 株式会社日本総合研究所 200000222

ニホンソクチセッケイ 日本測地設計株式会社　東北支店 200000223

ニホンチカスイカイハツ 日本地下水開発株式会社 200000224

ニホントシギジュツ 日本都市技術株式会社　東北支店 200000225

ニホンフドウサンケンキュウショ 一般財団法人日本不動産研究所　青森支所 200000226

ニュージェック 株式会社ニュージェック　青森事務所 200000227

ヌノカワケンチクセッケイジムショ 有限会社布川建築設計事務所 200000228

ノムラコウゲイシャ 株式会社乃村工藝社 200000229

ノロケンチクセッケイ 有限会社野呂建築設計 200000230

ハートエンジニアオフィス ハートエンジニアオフィス株式会社　弘前営業所 200000231

ハッシュウ 株式会社八州　北東北支社 200000234

パシフィックコンサルタンツ パシフィックコンサルタンツ株式会社　青森事務所 200000232
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パスコ 株式会社パスコ　青森支店 200000233

ヒガシニホンエンジニアリング 株式会社東日本エンジニアリング 200000236

ヒガシニホンソウゴウケイカク 東日本総合計画株式会社　青森営業所 200000237

ヒロサキブンカザイケンチクケンキュウジョ 協同組合弘前文化財建築研究所 200000238

ヒロソクコンサル 株式会社弘測コンサル 200000239

ピーシーレールウェイコンサルタント 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 200000235

フクシハルヤケンチクセッケイジムショ 合同会社福士晴也建築設計事務所 200000308

フクヤマコンサルタント 株式会社福山コンサルタント　東北支社 200000240

フクロ 株式会社ｆｕｋｕｒｏ 200000241

フジタケンイチケンチクセッケイジムショ 藤田謙一・建築設計事務所 200000242

フジチチュウジョウホウ フジ地中情報株式会社　北東北支店 200000243

フタバ 株式会社双葉 200000244

フッケンエンジニヤリング 株式会社復建エンジニヤリング　東北支社 200000245

フッケンギジュツコンサルタント 株式会社復建技術コンサルタント　青森支店 200000246

ブンカザイケンゾウブツホゾンギジュツキョウカイ 公益財団法人文化財建造物保存技術協会 200000248

ブンカザイホゾンケイカクキョウカイ 株式会社文化財保存計画協会 200000249

プレックケンキュウショ 株式会社プレック研究所　東北事務所 200000247

ホウワコンサルタント 豊和コンサルタント株式会社 200000250

ホッカイドウカイハツギジュツセンター 一般社団法人北海道開発技術センター 200000251

ホッカイドウチズ 北海道地図株式会社　青森営業所 200000252

マエカワケンチクセッケイジムショ 株式会社前川建築設計事務所 200000253

マスカワプロジェクトギケン 株式会社増川プロジェクト技建 200000254

マチヅクリケイカクセッケイ 株式会社まちづくり計画設計　青森事務所 200000255

マック 株式会社マック 200000256

マツシタセッケイ 株式会社松下設計　仙台支社 200000257

マツダヒラタセッケイ 株式会社松田平田設計 200000258

マツノソウゴウケンチクジムショ 株式会社松野総合建築事務所 200000259

マリンテクノサービス 株式会社マリンテクノサービス　青森営業所 200000260

マンテック マン・テック株式会社 200000261

ミカミケンチクジムショ 株式会社三上建築事務所 200000262
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ミカミセッケイ 三上設計有限会社 200000263

ミキセッケイジムショ 株式会社三木設計事務所　青森出張所 200000264

ミチノクケイカク 株式会社みちのく計画 200000265

ミツイキョウドウケンセツコンサルタント 三井共同建設コンサルタント株式会社　東北支社 200000266

ミツハシセッケイ 株式会社三橋設計 200000319

ミツビシユーエフジェイリサーチアンドコンサルティング 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社　大阪 200000267

ミヤケンチクセッケイ 株式会社宮建築設計　東京支店 200000268

メイジコンサルタント 明治コンサルタント株式会社　秋田支店 200000269

モリノエネルギーケンキュウジョ 株式会社森のエネルギー研究所 200000270

モリムラセッケイ 株式会社森村設計 200000271

ヤシマケンチクセッケイジムショ 株式会社八洲建築設計事務所 200000272

ヤスイケンチクセッケイジムショ 株式会社安井建築設計事務所　東京事務所 200000273

ヤチヨエンジニヤリング 八千代エンジニヤリング株式会社　北日本支店 200000274

ヤマシタセッケイ 株式会社山下設計　東北支社 200000275

ユーアールリンケージ 株式会社ＵＲリンケージ　東北支店 200000276

ヨコガワケンチクセッケイジムショ 株式会社横河建築設計事務所 200000277

ライトコウギョウ ライト工業株式会社　青森営業所 200000278

ライフケイカクジムショ 株式会社ライフ計画事務所 200000279

ランドブレイン ランドブレイン株式会社　仙台事務所 200000280

ワカスズコンサルタンツ 若鈴コンサルタンツ株式会社　東北支店 200000281


