
埼 玉 東 部 消 防 組 合
競争入札参加資格者名簿
（設計・調査・測量）

令和２年４月１日版



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業務名 業務名 番号

建築関連コンサルタント 31

9年 

代表 新井　隆男 6,000千円 

〒347-0046 埼玉県加須市平永830-1 1人 

管内 0480-61-5651 0千円 

建築関連コンサルタント 15

46年 

代表取締役 荒井　理人 163,433千円 

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町3-116-4 11人 

048-651-5104 10,000千円 

建築関連コンサルタント 8

56年 

支店長 蓼沼　芳 988,589千円 

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-8-7 98人 

03-5609-4788 35,000千円 

建築関連コンサルタント 20

8年 

代表者 関　知加子 9,158千円 

〒346-0016 埼玉県久喜市久喜東2-2-8サカエビル2階 2人 

管内 0480-38-6621 0千円 

建築関連コンサルタント 21

38年 

代表取締役 木内　徳雄 91,283千円 

〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-265-1 4人 

048-653-0900 10,000千円 

建築関連コンサルタント 29

39年 

代表取締役 牛島　勝必 72,765千円 

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-216-8 6人 

048-663-4750 10,000千円 

Ｃ

アライケンチクセッケイジムショ

新井建築設計事務所

アライセッケイ

株式会社アライ設計

アワセッケイジムショトウキョウシテン

株式会社阿波設計事務所東京支店

Ａ

Ａ

イッキュウケンチクシジムショセキケンチクセッケイシツ

Ｃ

一級建築士事務所関建築設計室

イノウエケンチクコウガクセッケイジムショ

Ｂ

株式会社井上建築工学設計事務所

ウシジマケンチクセッケイジムショ

Ａ

株式会社牛島建築設計事務所

1 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　設計・調査・測量



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業務名 業務名 番号

測量 33

54年 補償コンサルタント

代表取締役 大友　忠 23,815千円 建設コンサルタント

〒349-0101 埼玉県蓮田市黒浜1066-52 4人 

048-768-5219 10,000千円 

建築関連コンサルタント 28

70年 

代表取締役 片渕　重幸 58,416千円 

〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合9-4-13 6人 

048-852-1343 10,000千円 

建築関連コンサルタント 1

56年 

代表取締役 寺嶋　憲二 996,873千円 

〒162-0806 東京都新宿区榎町43-1 40人 

03-3269-6411 30,000千円 

建築関連コンサルタント 37

31年 

常務取締役 岡本　敏男 461,174千円 

〒336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町1-14-5第3小池ビル 23人 

048-762-9767 10,000千円 

建築関連コンサルタント 45

40年 

代表取締役 栗田　政明 39,478千円 

〒345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-30 4人 

管内 0480-35-1100 20,000千円 

地質調査 4

64年 建設コンサルタント

所長 大内　由樹 326,711千円 

〒344-0038 埼玉県春日部市大沼3-31-11 16人 

048-739-1771 32,000千円 

キョウワチカカイハツサイタマトウブエイギョウショ

Ａ

協和地下開発株式会社埼玉東部営業所

カツラセッケイ

Ａ

株式会社桂設計

カトウケンチクジムショサイタマジムショ

Ａ

株式会社カトウ建築事務所埼玉事務所

キョウドウセッケイシャ

Ｂ

株式会社共同設計社

オオトモソクリョウセッケイ

Ｂ

株式会社大友測量設計

カタブチセッケイジムショ

Ａ

株式会社片渕設計事務所
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業務名 業務名 番号

地質調査 22

37年 建設コンサルタント

代表取締役 安部　好司 296,698千円 

〒343-0821 埼玉県越谷市瓦曽根3-11-30 15人 

048-964-9620 10,000千円 

建築関連コンサルタント 3

54年 

代表取締役 久寿米木　康宣 882,724千円 

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-20 45人 

03-3292-3571 10,000千円 

建設コンサルタント 32

55年 建設コンサルタント

所長 工藤　利幸 34,848,329千円 その他

〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-14-6 1,339人 

048-835-3501 3,025,875千円 

地質調査 18

40年 建設コンサルタント

所長 塚越　秀雄 149,611千円 その他

〒346-0034 埼玉県久喜市所久喜695-1 6人 

管内 0480-26-3111 15,000千円 

測量 17

51年 地質調査

支社長 原篠　隆昭 583,904千円 補償コンサルタント

〒349-1112 埼玉県久喜市中里52 31人 建設コンサルタント

管内 0480-55-0085 36,000千円 その他

建築関連コンサルタント 19

40年 

代表取締役 坂居　亮太郎 9,936千円 

〒340-0217 埼玉県久喜市鷲宮4-10-24 2人 

管内 0480-58-8822 10,000千円 

サカイイッキュウケンチクシセッケイジムショ

Ｃ

株式会社坂居一級建築士設計事務所

コウヨウドシツチョウサクキエイギョウショ

Ａ

光洋土質調査株式会社久喜営業所

サイタマコンサルタントトウブシシャ

Ａ

埼玉コンサルタント株式会社東部支社

クスヤマセッケイ

Ａ

株式会社楠山設計

ケンセツギジュツケンキュウジョカントウジムショ

Ａ

株式会社建設技術研究所関東事務所

キョウワチシツコンサルタント

Ａ

株式会社協和地質コンサルタント

3 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　設計・調査・測量



フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業務名 業務名 番号

測量 10

50年 補償コンサルタント

代表取締役 坂田　昇一 203,323千円 建設コンサルタント

〒349-1103 埼玉県久喜市栗橋東2-1-23 25人 

管内 0480-52-0340 10,000千円 

測量 46

35年 補償コンサルタント

代表取締役 鷺内　章雄 31,271千円 建設コンサルタント

〒345-0025 埼玉県加須市花崎北2-2-7 4人 その他

管内 0480-65-2665 10,000千円 

建築関連コンサルタント 40

0年 

代表者 佐久間　昇 0千円 

〒347-0063 埼玉県加須市久下1-3-2 1人 

管内 0480-65-7100 0千円 

測量 その他 5

27年 建築関連コンサルタント

代表取締役 茂田　勝美 45,744千円 地質調査

〒340-0114 埼玉県幸手市東4-13-13 11人 補償コンサルタント

管内 0480-43-7082 45,000千円 建設コンサルタント

測量 42

41年 地質調査

代表取締役 塩崎　徹 513,676千円 補償コンサルタント

〒346-0005 埼玉県久喜市本町4-5-37 40人 建設コンサルタント

管内 0480-22-7891 10,000千円 

測量 38

67年 

所長 加賀谷　隆一 302,892千円 

〒332-0021 埼玉県川口市西川口1-26-4 7人 

048-252-1936 22,500千円 

シオザキテクノブレイン

Ａ

株式会社塩崎テクノブレイン

ショウジュチャートサイタマエイギョウショ

Ａ

昇寿チャート株式会社埼玉営業所

サクマケンチクセッケイジムショ

Ｃ

佐久間建築設計事務所

サクラプランニング

Ａ

株式会社サクラプランニング

サギウチコンサルタント

Ｂ

株式会社サギウチコンサルタント

サカタソクリョウセッケイジムショ

Ａ

株式会社坂田測量設計事務所
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業務名 業務名 番号

建築関連コンサルタント 13

32年 

代表取締役 松崎　峰夫 66,810千円 

〒350-2211 埼玉県鶴ヶ島市脚折町3-28-13 6人 

049-285-1411 20,000千円 

建築関連コンサルタント 36

39年 

代表取締役 千葉　まな 58,098千円 

〒346-0016 埼玉県久喜市久喜東2-45-6 4人 

管内 0480-22-2295 3,000千円 

測量 44

70年 

所長 松田　直樹 41,235,712千円 

〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2JA共済埼玉ビル１F 529人 

048-642-4946 6,557,645千円 

建築関連コンサルタント 26

59年 

代表取締役 平野　尚久 1,441,113千円 

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-18-1 82人 

03-5740-6711 60,000千円 

建築関連コンサルタント 24

45年 

代表取締役 京野　弘一 138,657千円 

〒350-1126 埼玉県川越市旭町3-19-3 14人 

049-243-0357 10,000千円 

建築関連コンサルタント 27

49年 

取締役埼玉事務所長 鈴木　基文 622,370千円 

〒350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見2-7-9 29人 

048-272-5350 20,000千円 

ダイイチケンチクセッケイジムショ

Ａ

株式会社第一建築設計事務所

タイセイケンチクセッケイジムショサイタマジムショ

Ａ

株式会社大誠建築設計事務所埼玉事務所

ゼンリン　オオミヤエイギョウショ

Ａ

株式会社ゼンリン　大宮営業所

ソウワギジュツケンキュウショ

Ａ

株式会社相和技術研究所

シンニホンセッケイ

Ａ

株式会社新日本設計

セッケイコウボウサクマ

Ｂ

有限会社設計工房佐久間
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業務名 業務名 番号

建築関連コンサルタント 7

46年 

代表取締役 古橋　一廣 169,907千円 

〒361-0076 埼玉県行田市天満8-28 11人 

048-554-3281 10,000千円 

建築関連コンサルタント 39

48年 

支店長 関谷　剛 203,986,695千円 

〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵1-19-17 799人 

048-836-0481 21,768,382千円 

建築関連コンサルタント 16

30年 

代表取締役 高柳　講一 32,764千円 

〒346-0016 埼玉県久喜市久喜東1-8-26 3人 

管内 0480-21-0413 10,000千円 

地質調査 25

35年 建設コンサルタント

支店長 浅野　滋之 1,389,817千円 

〒343-0826 埼玉県越谷市東町5-312 53人 

048-989-7020 20,000千円 

その他 6

45年 

代表取締役 長島　惣平 1,164,446千円 

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3-3-8 34人 

048-961-6161 50,000千円 

建築関連コンサルタント 41

45年 

所長 寺澤　英行 605,127千円 

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-58-1 44人 

03-5371-4781 50,000千円 

トウホウカケン

Ａ

東邦化研株式会社

トシカンキョウセッケイトウキョウジムショ

Ａ

株式会社都市環境設計東京事務所

タカヤナギケンチクセッケイジムショ

Ｂ

株式会社高柳建築設計事務所

チバエンジニアリングキタカントウシテン

Ａ

千葉エンジニアリング株式会社北関東支店

ダイワケンチクセッケイ

Ａ

株式会社大和建築設計

ダイワリースサイタマシテン

Ａ

大和リース株式会社さいたま支店
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業務名 業務名 番号

建築関連コンサルタント 30

99年 

代表取締役 長塚　威 104,192千円 

〒306-0025 茨城県古河市原町4-2 6人 

0280-22-2323 3,000千円 

建設コンサルタント 35

42年 その他

理事長 門山　泰明 118,192千円 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-16 14人 

03-3501-7911 2,000,000千円 

測量 43

68年 地質調査

支店長 向井　秀治 42,897,067千円 補償コンサルタント

〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-74-6ＯＳセンタービル 1,557人 建設コンサルタント

048-654-2761 8,758,481千円 

建設コンサルタント 12

34年 

支店長 田中　克典 397,163千円 

〒105-0023 東京都港区芝浦1-11-4 26人 

03-5419-7755 26,000千円 

建築関連コンサルタント 2

95年 

所長 櫛田　和美 1,007,657千円 

〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼1501-1モリタネビル1階A 64人 

048-567-0118 20,000千円 

建築関連コンサルタント 9

42年 

取締役支店長 石井　勝典 204,723千円 

〒350-0273 埼玉県坂戸市芦山町13-5 13人 

049-283-8451 30,000千円 

フケタセッケイサイタマジムショ

Ａ

株式会社フケタ設計埼玉事務所

ヘイアンセッケイサイタマシテン

Ａ

株式会社平安設計埼玉支店

パスコサイタマシテン

Ａ

株式会社パスコさいたま支店

ビームケイカクセッケイトウキョウシテン

Ａ

ビーム計画設計株式会社東京支店

ナガツカケンチクセッケイジムショ

Ａ

有限会社長塚建築設計事務所

ニホンショウボウセツビアンゼンセンター

Ａ

一般財団法人日本消防設備安全センター
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フリガナ
商号又は名称 営業年数
代表者職・氏名 年間平均実績高
所在地 技術者数 受付
電話番号 資本金 格付 業務名 業務名 番号

建築関連コンサルタント 14

46年 補償コンサルタント

代表取締役 松下　充孝 825,890千円 建設コンサルタント

〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合1-8-12 46人 その他

048-840-4118 10,500千円 

建築関連コンサルタント 23

54年 

代表取締役 松崎　武志 66,879千円 

〒349-1102 埼玉県久喜市栗橋中央2-19-20 3人 

管内 0480-52-1060 10,000千円 

測量 34

38年 補償コンサルタント

代表取締役 岸　雅宏 84,469千円 建設コンサルタント

〒363-0017 埼玉県桶川市西2-4-12 11人 その他

048-773-4131 15,200千円 

建築関連コンサルタント 11

50年 

代表取締役 木川　真 183,123千円 

〒336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸1-15-6 11人 

048-836-4411 10,000千円 

ヤマトソクケン

Ａ

株式会社ヤマト測建

ユニ・アートセッケイジムショ

Ａ

株式会社ユニ・アート設計事務所

マツシタセッケイ

Ａ

株式会社松下設計

マルタイッキュウケンチクシセッケイジムショ

Ｂ

株式会社丸田一級建築士設計事務所

8 令和元・令和２年度　埼玉東部消防組合　設計・調査・測量


