会

員

名

簿

２０１８年８月１０日現在
(最終更新２０１８年８月３日)

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 北陸支部
[新潟県・富山県・石川県]
〒950-0965 新潟市中央区新光町6番地1 興和ビル7階
TEL.025-282-3370 FAX.025-282-3371
E-mail:kenkon@abeam.ocn.ne.jp

◆新潟県
会社名

事業所名

住所

TEL・FAX

URL

朝日航洋（株）

〒950-0088
北陸空情支社 新潟市中央区万代2-3-6
（新潟東京海上日動ビル2F)

旭調査設計（株）

本社

〒950-0908
新潟市中央区幸西1-1-11

TEL 025(245)8345 http://www.asah
FAX 025(245)8349 i-cs.info/

アジア航測（株）

新潟営業所

〒950-0087
新潟市中央区東大通2-3-28
(パーク新潟東大通ビル)

TEL 025(243)3246 http://www.ajiko
FAX 025(247)7969 .co.jp/

（株）アルゴス

本社

〒944-0009
妙高市東陽町1-1

TEL 025(572)3448 http://www.argo
FAX 025(572)9426 s-net.co.jp/

いであ(株)

北陸事務所

(株)エイト日本技術開発

新潟事務所

エヌシーイー（株）

本社

〒950-0954
新潟市中央区美咲町1-7-25

TEL 025(285)8540 http://www.ncei
FAX 025(285)3531 nc.co.jp/

大原技術（株）

本社

〒940-0856
長岡市美沢3-511

TEL 0258(35)4511 http://www.ohar
FAX 0258(36)3254 a-g.co.jp/

応用地質（株）

新潟支店

〒950-0864
新潟市東区紫竹7-27-35

TEL 025(274)5656 http://www.oyo.
FAX 025(271)6765 co.jp/

（株）オリエンタルコンサル
北陸支店
タンツ

〒950-0087
新潟市中央区東大通2-3-26
(プレイス新潟4F)

TEL 025(244)7881 http://www.oric
FAX 025(244)7387 onsul.com/

開発技建（株）

〒950-0914
新潟市中央区紫竹山7-13-16

TEL 025(245)7131 http://www.khgk
FAX 025(245)7132 .co.jp/

（株）開発技術コンサルタ
本社
ント

〒951-8133
新潟市中央区川岸町3-33-3

TEL 025(233)0204 http://www.decl
FAX 025(233)6465 td.co.jp/

川崎地質（株）

北陸支店

〒950-0914
新潟市中央区紫竹山5-7-5

TEL 025(241)6294 http://www.kge.
FAX 025(241)6226 co.jp/

（株）キタック

本社

〒950-0965
新潟市中央区新光町10-2

TEL 025(281)1111 http://kitac.co.j
FAX 025(281)0001 p/

(株)協和コンサルタンツ

新潟営業所

〒940-0061
長岡市城内町3-8-7
蒼紫ビル801号

TEL 0258(89)8302 https://www.kyo
FAX 0258(89)8304 wa-c.co.jp/

（株）クリエイトセンター

本社

〒951-8133
新潟市中央区川岸町2-8-1

TEL 025(232)7121 http://www.ngkFAX 025(232)7130 center.co.jp/

（株）クレアリア

新潟営業所

〒950-0916
新潟市中央区米山4-19-13
(ハイムオカザキ)

TEL 025(248)2205 http://www.crea
FAX 025(248)2206 ria.co.jp/

本社

〒950-0087
新潟市中央区東大通2-5-1
(ＫＤＸ新潟ビル)
〒950-0087
新潟市中央区東大通2-1-20
ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ新潟ﾋﾞﾙ807号室

TEL 025(249)1150 http://www.aero
FAX 025(249)1155 asahi.co.jp/

TEL 025(241)0283 http://ideacon.jp
FAX 025(243)5650 /
TEL 025(256)8611 http://www.ejec.
FAX 025(256)8612 ej-hds.co.jp/

◆新潟県
会社名

事業所名

住所
〒950-0965
新潟市中央区新光町6-1
(興和ビル7F)
〒950-0088
新潟市中央区万代4-4-27
（新潟テレコムビル）

TEL・FAX

URL

http://www.kens
TEL 025(285)6437
etsukankyo.co.jp
FAX 025(280)9750
/

(株)建設環境研究所

新潟支店

（株）建設技術研究所

北陸支社

(株)建設技術センター

新潟営業所

〒950-0028
TEL 025(250)8002 http://www.c新潟市東区小金台9-9 202号室 FAX 025(250)8004 kengi.co.jp/

(株)構造技研新潟

本社

〒950-0932
新潟市中央区長潟1204-2

国際航業（株）

新潟支店

〒950-0087
新潟市中央区東大通2-3-26
(プレイス新潟)

http://www.kozo
TEL 025(288)6800
gikenFAX 025(288)6824
niigata.co.jp/
http://www.kkTEL 025(247)0318
grp.jp/company/
FAX 025(241)4146
group02.html

国土防災技術（株）

新潟支店

〒950-2042
新潟市西区坂井1035-1

TEL 025(260)2245 http://www.jce.c
FAX 025(260)7522 o.jp/

サンコーコンサルタント
(株)

北陸支店

〒950-2055
新潟市西区寺尾上4-4-15

TEL 025(260)3141 http://www.sunc
FAX 025(268)4950 oh.co.jp/

相互技術（株）

本社

〒950-0994
新潟市中央区上所2-11-14

TEL 025(283)0150 http://www.sohg
FAX 025(283)0152 o.co.jp/

（株）アスコ大東

新潟支店

〒950-0087
新潟市中央区東大通1-3-8
(明治安田生命新潟駅前ビル)

TEL 025(246)1320 http://www.asFAX 025(247)3740 dai.co.jp/

〒950-2001
新潟市西区浦山4-1-24

TEL 025(234)2110 http://www.diac
FAX 025(234)2111 onsult.co.jp/

（株）ダイヤコンサルタント 北陸支店

中央開発（株）

北陸支店

（株）長大

北陸事務所

（株）千代田コンサルタント 新潟営業所
（株）東京建設コンサルタ
北陸支社
ント

〒950-0982
新潟市中央区堀之内南3-1-21
(北陽ビル)
〒950-0965
新潟市中央区新光町6-1
(興和ビル6F)
〒950-0911
新潟市中央区笹口1-19-31
〒950-0087
新潟市中央区東大通1-2-23
(北陸ビル)
〒950-0912
新潟市中央区南笹口1-1-12
(クラスターナインビル8Ｆ)

TEL 025(245)3883 http://www.ctie.
FAX 025(241)9082 co.jp/

TEL 025(283)0211 http://www.ckcn
FAX 025(283)0212 et.co.jp/
TEL 025(288)0271 http://www.cho
FAX 025(288)0273 dai.co.jp/
TEL 025(244)8445 http://www.chiy
FAX 025(249)4776 oda-ec.co.jp/
TEL 025(248)3870 http://www.toke
FAX 025(248)3877 ncon.co.jp/
TEL 025(246)1827 http://www.toky
FAX 025(246)7463 o-con.jp/

東京コンサルタンツ（株）

新潟支店

（株)東北開発コンサルタ
ント

新潟営業所

〒950-0154
TEL 025(382)6106 http://www.tkca
新潟市江南区茨曽根1－5－15 FAX 025(381)3144 .co.jp/company/

（株）ナルサワコンサルタ
ント

本社

〒950-0964
新潟市中央区網川原1-21-11

TEL 025(282)2070 http://www.naru
FAX 025(284)7993 sawa-net.co.jp/

◆新潟県
会社名
日本工営（株）

事業所名
新潟支店

（株）日本港湾コンサルタ
北陸事務所
ント
（株）ニュージェック

北陸支店

パシフィックコンサルタンツ
北陸支社
（株）
(株)パスコ

新潟支社

三井共同建設コンサルタ
北陸事務所
ント（株）
村尾技建(株)

本社

明治コンサルタント（株）

北陸支店

八千代エンジニヤリング
（株）

北陸支店

（一社）北陸地域づくり協
会

本部

（一財）新潟県建設技術セ
本部
ンター

住所

TEL・FAX

URL

〒950-0962
新潟市中央区出来島1-11-28

TEL 025(280)1701 http://www.nFAX 025(283)0898 koei.co.jp/

〒950-0087
新潟市中央区東大通2-5-8

TEL 025(243)0431 http://www.jport
FAX 025(241)1806 c.co.jp/

〒950-0911
新潟市中央区笹口2-10-1
(ＷＩＮ２１ 2F)
〒950-0917
新潟市中央区天神1-1
(プラーカ３ 6階)
〒950-0916
新潟市中央区米山-13-63
〒950-0087
新潟市中央区東大通2-5-8
(東大通野村ビル)
〒950-0948
新潟市中央区女池南2丁目4番
17号
〒950-2002
新潟市西区青山1-1-22
〒950-0088
新潟市中央区万代1-1-1
(朝日生命新潟ビル)
〒950-0197
新潟市江南区亀田工業団地
2-3-4
〒950-1101
新潟市西区山田2522-18

TEL 025(243)4471 http://www.newj
FAX 025(243)4472 ec.co.jp/
TEL 025(247)1341 http://www.paci
FAX 025(246)1005 fic.co.jp/
TEL 025(243)0051 http://www.pasc
FAX 025(241)8654 o.co.jp/
TEL 025(244)2503 http://www.mcc
FAX 025(244)2573 net.co.jp/
TEL 025(284)6100 http://www.mur
FAX 025(284)6107 aogiken.co.jp/
TEL 025(265)1122 http://www.meic
FAX 025(265)1126 on.co.jp/
TEL 025(243)5454 http://www.yach
FAX 025(243)5883 iyo-eng.co.jp/
http://www2.hok
TEL 025(381)1020
urikutei.
FAX 025(383)1205
or.jp/
TEL 025(267)4804 http://www.niiga
FAX 025(267)4854 ta-ctc.or.jp/

◆富山県
会社名

事業所名

住所

TEL・FAX

URL

北建コンサル（株）

本社

〒933-0941
高岡市内免3-3-6

TEL 0766(23)3666 http://www.kitak
FAX 0766(23)3987 en.co.jp/

（株）協和

本社

〒933-0838
高岡市北島1406

TEL 0766(22)2100 http://www.kyou
FAX 0766(22)7602 wa.co.jp

（株）建成コンサルタント

本社

〒933-0014
高岡市野村284-1

TEL 0766(25)6097 http://kenseiFAX 0766(25)5697 con.co.jp/

建設技研コンサルタンツ
（株）

本社

〒933-0007
高岡市角602-1

TEL 0766(21)6126
FAX 0766(21)6192

(株）上智

本社

〒939-1351
砺波市千代176-1

TEL 0763(33)2085 http://www.johc
FAX 0763(33)2558 hi.co.jp/

◆富山県
会社名

事業所名

住所

TEL・FAX

URL

（株）新日本コンサルタント 本社

〒930-0142
富山市吉作910-1

TEL 076(436)2111 http://www.shin
FAX 076(436)3050 nihon-cst.jp/

大日本コンサルタント（株） 北陸支社

〒930-0175
富山市願海寺633

TEL 076(436)7855 http://www.neFAX 076(436)6030 con.co.jp/

舘下コンサルタンツ（株）

本社

〒939-3553
富山市水橋的場234

TEL 076(478)0090 http://www.tach
FAX 076(478)1190 ishita.co.jp/

(株)中部コンサルタント

本社

〒933-0866
高岡市清水町3-5-9

TEL 0766(21)4536 http://www.chu
FAX 0766(22)4370 bu-consul.co.jp/

北電技術コンサルタント
（株）

本社

〒930-0858
富山市牛島町13-15

TEL 076(432)9936 http://www.hgFAX 076(432)4280 c.co.jp/

北陸コンサルタント（株）

本社

〒939-8213
富山市黒瀬192

TEL 076(493)7717 http://www.hoku
FAX 076(493)7720 -con.co.jp/

（株）村尾地研

本社

〒939-8262
富山市塚原150番地

TEL 076(429)2511 http://www.mur
FAX 076(429)2603 aochiken.co.jp/

◆石川県
会社名

事業所名

住所

TEL・FAX

URL

アルスコンサルタンツ（株） 本社

〒920-0362
金沢市古府2-76

TEL 076(248)4004 http://www.arsFAX 076(248)4174 c.co.jp/

（株）計画情報研究所

本社

〒920-0025
金沢市駅西本町2-10-6

TEL 076(223)5445 http://www.keik
FAX 076(223)4144 aku.or.jp/

（株）国土開発センター

本社

〒921-8033
金沢市寺町3-9-41

TEL 076(247)5080 http://www.koku
FAX 076(247)5090 donet.co.jp/

（株）東洋設計

本社

〒920-0016
金沢市諸江町中丁214

http://www.toyo
TEL 076(263)6555
sk.co.jp/index.ht
FAX 076(233)1224
ml

ナチュラルコンサルタント
本社
(株)

〒921-8066
金沢市矢木2-147

TEL 076(246)1171 http://naturalne
FAX 076(246)4489 t.co.jp/

（株）日本海コンサルタント 本社

〒921-8042
金沢市泉本町2-126

TEL 076(243)8258 http://www.niho
FAX 076(243)0887 nkai.co.jp/

（株）プラネット・コンサルタ
本社
ント

〒920-0017
金沢市諸江町下丁372

http://www.plan
TEL 076(255)0630
etFAX 076(255)0672
consultant.jp/

