
令和5年度京都市競争入札参加有資格者名簿 

種目別名簿

（測量・設計等 格付等級付記）

（令和 5年 4月 1日現在） 

京都市行財政局管財契約部契約課



工事等種別 等 級 予 定 価 格 の 範 囲 

測  量 
Ａ １，０００万円以上

Ｂ １，０００万円未満

土木設計 
Ａ １，０００万円以上 

Ｂ １，０００万円未満

建築設計 
Ａ ７５０万円以上

Ｂ ７５０万円未満



種目別名簿・ランク付（測量設計関係）市内
0031 測量

代 表 者ランク コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）
（委任者）

京都府京都市山科区勧修寺閑林寺209番地 代表取締役 井田知孝
井田測量設計株式会社A 0000002425 574-3424

京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205番地 代表取締役 松川統久
株式会社エースA 0000001629 351-6878

京都府京都市中京区西ノ京北聖町10番地の3 代表取締役 林和男
株式会社エルドA 0000012143 801-5203

京都府京都市伏見区竹田中島町５番地 代表取締役 竹内功
株式会社関西土木技術センターA 0000002882 641-3015

京都府京都市右京区常盤出口町1番地 代表取締役 菅祥子
菅測量設計株式会社A 0000004101 882-0301

京都府京都市北区平野八丁柳町66番地の8 代表取締役 菊地博之
株式会社キクチコンサルタントA 0000002023 462-5544

京都府京都市南区上鳥羽石橋町207番地 代表取締役 奥野勝司
株式会社きんそくA 0000004681 682-7710

京都府京都市下京区五条通新町西入西錺屋町23番地 代表取締役 大久保拓也
サンスイコンサルタント株式会社A 0000001567 343-3181

京都府京都市南区久世殿城町220-1 代表取締役 田中慎一
株式会社田中測量設計事務所A 0000007642 933-7772

京都府京都市右京区西京極薮開町12番地 代表取締役 土屋満祥
第一測量設計株式会社A 0000001301 313-0600

京都府京都市南区久世中久世町1丁目141番地 代表取締役社長 池田正
内外エンジニアリング株式会社A 0000004162 933-5111

京都府京都市北区西賀茂井ノ口町38番地15 代表取締役 中村秀樹
中村建設コンサルタント株式会社A 0000002168 493-3221

京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目14番地２ 代表取締役 吹上範子
株式会社吹上技研コンサルタントA 0000012069 332-6111

京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579番地 五条堀川ビル 代表取締役 牧草次郎
牧草総合設計株式会社A 0000012068 353-6411

京都府京都市伏見区竹田中川原町387番地 代表取締役 森敏充
山内測量設計株式会社A 0000002934 642-0770

京都府京都市下京区中堂寺壬生川町8の6 代表取締役 井上繁巳
株式会社ユーズA 0000001738 371-6467

京都府京都市中京区富小路通二条下る俵屋町195番地 代表取締役 湯浅博之
湯浅コンサルタント株式会社A 0000001056 241-1825

京都府京都市右京区西京極西大丸町64番地 代表取締役 井上善嗣
株式会社和田測量設計事務所A 0000001253 312-2101

京都府京都市左京区一乗寺東閉川原町19番地 リライブ修学院405号 代表者 米谷幸夫
Ｒ・Ｂ測量設計事務所B 0000007795 706-3411

京都府京都市左京区下鴨蓼倉町47 所長 飯野利昭
飯野設計事務所B 0000001866 722-6613

ZIP082



種目別名簿・ランク付（測量設計関係）市内
0031 測量

代 表 者ランク コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）
（委任者）

京都府京都市右京区京北下弓削町金屋17番地1 代表取締役 大棚勤
株式会社イオマップB 0000007799 854-0856

京都府京都市北区紫竹西桃ノ本町71番地2 取締役 今井貴之
有限会社イマックスB 0000016503 468-1474

京都府京都市中京区寺町通二条下る榎木町92番地7 代表取締役 堀江英行
株式会社エストワンB 0000018616 256-8118

京都府京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町30番地96 代表取締役 草木茂雄
株式会社エムアールサポートB 0000019198 865-0303

京都府京都市上京区仁和寺街道天神筋西入下横町201番地 代表取締役 大倉倉光
株式会社大倉測量設計B 0000007931 464-2323

京都府京都市伏見区久我西出町13番地110 代表取締役 加藤尚史
有限会社加藤測量設計事務所B 0000019619 924-6677

京都府京都市伏見区丹後町715番地 代表取締役 吉永豊一
株式会社京都イングスB 0000007762 632-8510

京都府京都市中京区御池通御幸町亀屋町370番地の2 京都府旅館会館ビル５Ｆ 理事長 牧草次郎
京都測量設計協同組合B 0000000782 211-3948

京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町123番地 代表理事会長 青合幹夫
京都府森林組合連合会B 0000003918 841-1030

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680番地 代表取締役 弓場昌治
近畿都市整備株式会社B 0000019620 361-7950

京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町474番地 代表取締役 熊井隆裕
株式会社ケイズB 0000001053 241-1362

京都府京都市左京区一乗寺堀ノ内町10番地 代表取締役 戸川晴好
有限会社ＫＥＮエンジニアリングB 0000016216 706-7201

京都府京都市伏見区羽束師鴨川町332番地7 代表取締役 大町慎一
有限会社信幸開発コンサルタントB 0000016218 932-3794

京都府京都市伏見区淀美豆町684番地3 代表取締役 川村雅隆
株式会社Ｇ・Ｍ雅B 0000022095 748-9915

セイコーエンジニアリング株式会 京都府京都市右京区嵯峨天竜寺車道町1番地 代表取締役 真野正幸
B 0000004108 882-3417

社

京都府京都市右京区京北周山町泓21-2番地 代表取締役 野村武
株式会社設計京北B 0000007897 852-8000

京都府京都市山科区椥辻平田町147番地 代表取締役 今西良隆
株式会社大誠開発設計B 0000002540 592-7448

京都府京都市西京区大枝北福西町４丁目1番地の3 302号 代表取締役 幸 陶一
有限会社タウン測量設計B 0000004180 383-4870

京都府京都市北区上賀茂本山2-37 代表取締役 中谷健三
拓殖建設計画株式会社B 0000017561 791-2612

京都府京都市北区上賀茂東上之段町39番地1 ハイツ藤林302号 代表取締役 飯田峰生
辰巳工営株式会社B 0000001675 708-2131

ZIP082



種目別名簿・ランク付（測量設計関係）市内
0031 測量

代 表 者ランク コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）
（委任者）

京都府京都市北区上賀茂津ノ国町76番地4 粟津ハイツ216号 代表取締役 三輪一重
株式会社辰巳測量設計B 0000001562 708-6661

京都府京都市北区紫野泉堂町54番地 代表取締役 田中修
田中測地株式会社B 0000004662 494-6110

京都府京都市右京区嵯峨天竜寺車道町1番地 代表者 田中靖之
田中測量事務所B 0000012999 882-3458

京都府京都市 中京区麩屋町通 夷川上る笹屋町474番地1 代表取締役 香山章治
株式会社大都測研B 0000015141 252-1121

京都府京都市南区久世中久世町１丁目141番地 代表取締役社長 上田範久
株式会社内外測技B 0000020803 924-3773

京都府京都市右京区谷口唐田ノ内町１番地の６ 代表取締役所長 中根史郎
株式会社中根庭園研究所B 0000002081 465-2373

京都府京都市西京区大枝南福西町三丁目18番地の1 代表取締役 中原一
株式会社ナックB 0000001476 331-4666

株式会社日開調査設計コンサルタ 京都府京都市下京区寺町通松原下る植松町733番地 代表取締役 小林大太
B 0000014564 354-0320

ント

京都府京都市伏見区北端町58番地 代表取締役 出口弘文
株式会社文化財サービスB 0000012978 611-5800

京都府京都市右京区太秦皆正寺町13-16 取締役 奥野真
有限会社北洋測量事務所B 0000016504 861-9693

京都府京都市山科区勧修寺平田町57番地 取締役 平手克治
有限会社丸重屋B 0000020424 591-1919

京都府京都市右京区山ノ内瀬戸畑町18番地の1 代表取締役 田中宏
丸惣測量株式会社B 0000007861 314-5516

京都府京都市下京区七条通猪熊東入西八百屋町136番地 朝日ビル 代表取締役 京之嶺一郎
株式会社嶺測量B 0000007686 371-8757

京都府京都市伏見区桃山町丹後33番地218 代表取締役 西川秀治
有限会社三室測量設計B 0000002658 603-2128

京都府京都市左京区一乗寺梅ノ木町59番地 クリヨン101 山腰昇士
山腰測量事務所B 0000015135 706-8385

京都府京都市伏見区深草願成町38の6 代表取締役 武田都弓
株式会社利協B 0000007512 351-3663

京都府京都市中京区間之町通竹屋町下ル楠町610番地 森ビル2階 代表取締役 岩田茂
ワークエンジニアリング株式会社B 0000000909 221-8023

ZIP082



種目別名簿・ランク付（測量設計関係）市内
0032 土木設計（土木関係建設コンサルタント）

代 表 者ランク コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）
（委任者）

京都府京都市山科区勧修寺閑林寺209番地 代表取締役 井田知孝
井田測量設計株式会社A 0000002425 574-3424

京都府京都市下京区七条通木屋町上る大宮町205番地 代表取締役 松川統久
株式会社エースA 0000001629 351-6878

京都府京都市伏見区竹田中島町５番地 代表取締役 竹内功
株式会社関西土木技術センターA 0000002882 641-3015

京都府京都市北区平野八丁柳町66番地の8 代表取締役 菊地博之
株式会社キクチコンサルタントA 0000002023 462-5544

京都府京都市南区上鳥羽石橋町207番地 代表取締役 奥野勝司
株式会社きんそくA 0000004681 682-7710

京都府京都市下京区綾小路通堀川西入妙満寺町580番地1 代表取締役 後藤逸成
株式会社空間創研A 0000000807 823-6331

京都府京都市下京区五条通新町西入西錺屋町23番地 代表取締役 大久保拓也
サンスイコンサルタント株式会社A 0000001567 343-3181

京都府京都市右京区西京極薮開町12番地 代表取締役 土屋満祥
第一測量設計株式会社A 0000001301 313-0600

京都府京都市南区久世中久世町1丁目141番地 代表取締役社長 池田正
内外エンジニアリング株式会社A 0000004162 933-5111

京都府京都市西京区大原野西境谷町二丁目14番地２ 代表取締役 吹上範子
株式会社吹上技研コンサルタントA 0000012069 332-6111

京都府京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町579番地 五条堀川ビル 代表取締役 牧草次郎
牧草総合設計株式会社A 0000012068 353-6411

京都府京都市下京区中堂寺壬生川町8の6 代表取締役 井上繁巳
株式会社ユーズA 0000001738 371-6467

京都府京都市右京区西京極西大丸町64番地 代表取締役 井上善嗣
株式会社和田測量設計事務所A 0000001253 312-2101

京都府京都市伏見区丹後町715番地 代表取締役 吉永豊一
株式会社京都イングスB 0000007762 632-8510

京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680番地 代表取締役 弓場昌治
近畿都市整備株式会社B 0000019620 361-7950

京都府京都市右京区京北周山町泓21-2番地 代表取締役 野村武
株式会社設計京北B 0000007897 852-8000

京都府京都市右京区谷口唐田ノ内町１番地の６ 代表取締役所長 中根史郎
株式会社中根庭園研究所B 0000002081 465-2373

京都府京都市北区西賀茂井ノ口町38番地15 代表取締役 中村秀樹
中村建設コンサルタント株式会社B 0000002168 493-3221

株式会社日開調査設計コンサルタ 京都府京都市下京区寺町通松原下る植松町733番地 代表取締役 小林大太
B 0000014564 354-0320

ント

京都府京都市山科区勧修寺平田町57番地 取締役 平手克治
有限会社丸重屋B 0000020424 591-1919

ZIP082



種目別名簿・ランク付（測量設計関係）市内
0032 土木設計（土木関係建設コンサルタント）

代 表 者ランク コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）
（委任者）

京都府京都市中京区富小路通二条下る俵屋町195番地 代表取締役 湯浅博之
湯浅コンサルタント株式会社B 0000001056 241-1825

京都府京都市伏見区深草願成町38の6 代表取締役 武田都弓
株式会社利協B 0000007512 351-3663

京都府京都市中京区間之町通竹屋町下ル楠町610番地 森ビル2階 代表取締役 岩田茂
ワークエンジニアリング株式会社B 0000000909 221-8023

ZIP082



種目別名簿・ランク付（測量設計関係）市内
0033 建築設計（建築関係設計コンサルタント）

代 表 者ランク コード 電 話業 者 名 所在地（本店または支店等）
（委任者）

京都府京都市中京区三条通柳馬場東入中之町10番地 代表取締役社長 細見建司
株式会社京都建築事務所A 0000000810 211-7277

京都府京都市左京区田中関田町43番地 理事長 高橋康夫
一般財団法人建築研究協会A 0000003558 761-5355

京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町19番地11 御池KSビル 代表取締役 内田陽介
株式会社コム・キューブA 0000008047 803-3530

有限会社シー・アンド・シー事務 京都府京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町290番地 取締役 前田隆夫
A 0000001638 351-8111

所

京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579-1 代表取締役 若野豪宏
株式会社住建設計A 0000007655 344-0500

京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町195 代表取締役 高松伸
株式会社高松伸建築設計事務所A 0000002768 621-6002

京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町638番地 代表取締役 斎藤篤史
株式会社東洋設計事務所A 0000007329 221-7078

京都府京都市左京区田中大堰町182番地 代表取締役 川本雄三
株式会社内藤建築事務所A 0000003664 781-4111

京都府京都市下京区室町通松原下る元両替町254番地 代表取締役 豊田和弘
株式会社中村設計A 0000001655 353-5201

京都府京都市右京区梅津高畝町52番地1 代表取締役 三輪勝孝
株式会社ノム建築設計室A 0000007484 863-3160

京都府京都市東山区今熊野池田町35-23 代表取締役 須黒大誉
株式会社林建築設計事務所A 0000002465 525-3588

京都府京都市中京区東洞院通二条上る壺屋町512番地1 代表取締役 松村正希
株式会社莫設計同人A 0000007534 256-1131

京都府京都市左京区仁王門通川端東入新丸太町37番地の6 代表取締役 三宅晃郎
株式会社三宅建築事務所A 0000003559 761-6025

京都府京都市中京区西洞院通錦小路下る蟷螂山町466番地 ファヴィエ四条西洞院310号 代表取締役 山崎友也
株式会社山崎設計A 0000001394 257-3885

京都府京都市中京区堀川通錦小路上ル四坊堀川町617番地 代表取締役 砂山憲一
株式会社ゆう建築設計A 0000003738 801-0022

一級建築士事務所株式会社吉村建 京都府京都市左京区鹿ケ谷上宮ノ前町28番地 代表取締役 吉村光弘
A 0000007302 771-6071

築事務所

京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師南入る手洗水町647番地 トキワビル4-A 代表取締役 黒木幹雄
株式会社アーキネット京都B 0000021841 257-1020

有限会社アーキファイブ建築設計 京都府京都市伏見区東奉行町１番地 桃山グランドハイツ１１３号 取締役 太田壽夫
B 0000014486 602-2075

工房

京都府京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町228番地 ＡＯＩビル501号 代表取締役 瀬戸川雅義
株式会社アールセッションB 0000007573 251-1490

京都府京都市伏見区醍醐御陵西裏町23番地 代表取締役 石井聡
株式会社アイプランニングB 0000020927 573-5921
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京都府京都市右京区西院西三蔵町3-30 代表取締役 福田利一
株式会社アクセス都市設計B 0000018644 313-3488

京都府京都市左京区岩倉三宅町42番地の4 所長 新子博司
一級建築士事務所新子建築研究所B 0000016192 712-4321

アトリエ・ノマ一級建築設計事務 京都府京都市西京区川島竹園町59 代表 野間洋平
B 0000020245 205-3215

所

京都府京都市右京区西院上花田町32番地 代表取締役 竹口健太郎
株式会社アルファヴィルB 0000020959 312-6951

有限会社イースタン建築設計事務 京都府京都市中京区姉大東町547番地 総本家河道屋別館３階 取締役 中村安奈
B 0000019020 708-6112

所

京都府京都市中京区錦小路通室町西入天神山町280番地 石勘ビル 代表 池永裕誠
池永建築事務所B 0000020946 202-1103

京都府京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町670番地1 代表取締役 杉森実
株式会社礎B 0000008025 257-5060

京都府京都市伏見区向島吹田河原町74番地の2 所長 高木善次
一級建築士高木建築設計事務所B 0000020239 621-1512

京都府京都市東山区東大路松原上る東入星野町93 魚住栄太郎
魚住設計一級建築士事務所B 0000020241 201-3221

有限会社エーアールシーシステム 京都府京都市伏見区深草西浦町４丁目35番地 取締役 吉田博和
B 0000007714 642-5956

プラン

京都府京都市上京区家永町784番地 ｻﾝｺｰﾋﾞﾙ2階 代表取締役 周防貴之
株式会社ＳＵＯB 0000022097 406-7173

株式会社ＯＨＡｒｃｈｉｔｅｃｔ 京都府京都市下京区因幡堂町713 ５Ｆ 代表取締役 堀井達也
B 0000022815 353-5570

ｕｒｅ

京都府京都市北区小山西花池町31-5 代表取締役 岡崎韶之
株式会社岡崎建築設計室B 0000018050 415-3000

京都府京都市右京区太秦桂ケ原町17-100 代表取締役 片山裕
有限会社カタヤマ建築デザインB 0000007935 865-0630

一級建築士事務所川畑智宏建築設 京都府京都市上京区宮垣町96 Filer鴨川邸205 代表 川畑智宏
B 0000021457 090-5917-6966

計事務所

京都府京都市左京区吉田河原町14番地 代表取締役 岡部惠一郎
株式会社環境・建築研究所B 0000003550 761-2687

京都府京都市西京区桂上野北町222番地 代表取締役 西野孝明
キューブコンセプト株式会社B 0000019008 693-9900

京都府京都市中京区御池通西洞院東入橋之町７４１番地３ イトーピア上田御池ビル 代表取締役 松木一恭
株式会社京都空間研究所B 0000016550 221-0565

一般財団法人京都伝統建築技術協 京都府京都市左京区下鴨森本町15 財団法人生産開発科学研究所内 代表理事 日向進
B 0000013962 711-2006

会

京都府京都市山科区勧修寺縄手町45番地 代表取締役 國府薫
株式会社国原技術B 0000007944 748-6278
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有限会社一級建築士事務所コア建 京都府京都市西京区大原野東境谷町一丁目3番地 代表取締役 羽生田英雄
B 0000007763 333-3337

築事務所

京都府京都市南区吉祥院前田町30番地 代表取締役 古賀芳智
株式会社コガ建築設計室B 0000008044 662-6882

京都府京都市中京区西ノ京冷泉町98番5 ダイコウビル3階 代表取締役 中嶋一浩
株式会社コストB 0000019190 075-366-8308

京都府京都市中京区室町通二条下る蛸薬師町280-305 岡本成貴
一級建築士事務所ＳＯＵＮＤB 0000019184 075-211-7670

京都府京都市中京区御幸町通り竹屋町上ル毘沙門町533 松屋ビル501 代表取締役 坂田基禎
株式会社坂田基禎建築研究所B 0000007821 257-4064

京都府京都市下京区御幸町通松原下る須浜町673番地6 取締役 山崎武志
有限会社燦設計室B 0000008003 353-2235

ＣＢＨ Ｃоｒｐоｒａｔｉоｎ 京都府京都市伏見区桃山福島太夫南町92番地3 代表取締役 市橋尚
B 0000022576 612-6788

株式会社

京都府京都市 左京区下鴨 松ノ木町64番地35 代表取締役 北川憲行
株式会社シモガモ建築事務所B 0000020935 200-2445

ＳＴＵＤＩＯ ＲＡＫＫＯＲＡ 京都府京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町671-1 寺町エースビル2F東 木村日出夫
B 0000022580 252-2710

一級建築士事務所

京都府京都市中京区烏丸通竹屋町上ル大倉町215番地 代表取締役 竹山聖
株式会社設計組織アモルフB 0000007830 256-9600

有限会社一級建築士事務所ターボ 京都府京都市伏見区深草下川原町12-9 代表取締役 山領正
B 0000012049 645-6776

設計

田中祐介構造設計室 一級建築士 京都府京都市下京区万寿通室町西入ル長刀切町210-1 コスモ室町２０７号 代表 田中祐介
B 0000021290 365-0065

事務所

合同会社ＴＳＵＢＡＫＩ ＤＥＳ 京都府京都市中京区寺町夷川上ル久遠院前町686 ヒトミビル3階東 代表社員 椿森昌史
B 0000019185 075-251-0167

ＩＧＮ

京都府京都市伏見区鍋島町1番地 代表取締役 西野隆夫
株式会社ＴＮＡ設計B 0000022407 601-0033

京都府京都市中京区東洞院通丸太町下ル三本木町445番地 カルムビル３Ｆ 代表取締役 田丸善三
株式会社ディーエー総合計画B 0000007618 255-2912

京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町518番地 前田エスエヌビル６階 代表取締役 北條誠
株式会社都市居住文化研究所B 0000007508 252-2231

京都府京都市下京区七条通間ノ町東入材木町477番地 代表取締役 村林俊治
株式会社都市設計B 0000007509 351-1984

京都府京都市中京区西夷川町563 夷川ビル304 代表 中西啓
中西ひろむ建築設計事務所B 0000020767 585-5438

京都府京都市北区北野下白梅町80 代表取締役 萩本暁
株式会社萩本建築設計事務所B 0000007681 461-3301

企業組合一級建築士事務所ひと・ 京都府京都市山科区御陵大津畑町43番地22 タウンズホワイト1F 代表理事 梅山宏
B 0000018049 748-6550

まち設計
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京都府京都市 下京区大宮通 高辻下る高辻 大宮町102番地4 代表取締役 野原義久
有限会社ＢＯＦアーキテクツB 0000015151 813-0330

有限会社藤原篤建築・都市設計研 京都府京都市西京区大原野東境谷町１丁目1番地12-102 取締役 藤原篤
B 0000014519 332-3070

究所

京都府京都市北区出雲路神楽町21-1 ジョグコート２０５ 代表 堀賢太
堀賢太建築設計事務所B 0000022814 090-6181-3628

京都府京都市左京区岩倉花園町541番地109 代表 松田正義
松田正義建築設計事務所B 0000022096 746-4264

京都府京都市東山区五条橋東６丁目506番地 代表取締役 馬庭稔
株式会社馬庭建築設計事務所B 0000002221 531-2349

京都府京都市右京区太秦和泉式部町12 代表取締役 川瀬陸男
有限会社ミニマックス建築社B 0000008071 861-8841

京都府京都市中京区壬生花井町23番地 柴ビル 代表取締役 室谷章二
株式会社みやこ設備設計B 0000003905 823-2201

（京都府）京都府京都市上京区荒神口通河原町東入亀屋町122番地2 京都ヨルダン社ビル 代表取締役 宗本雅子
株式会社宗本晋作建築設計事務所B 0000019191 708-8193

2F （取締役 宗本晋作）

京都府京都市下京区東堀川通下魚ノ棚下ル鎌屋町30番地 山都ビル２Ｆ 代表取締役 山口正人
有限会社山口正人建築設計事務所B 0000007778 361-0158

京都府京都市左京区八瀬野瀬町267番地 代表取締役 山田嘉朗
有限会社山田建築工房B 0000007587 712-5496

京都府京都市中京区寺町通二条下ル妙満寺前町454-3 呉波ビル３Ａ 代表取締役 山野大介
山野設計株式会社B 0000020950 257-2700

京都府京都市中京区夷川通富小路西入俵屋町300番地 代表取締役 堤健一
株式会社ユニティ建築企画B 0000007553 255-2535

京都府京都市下京区不明門通五条上る玉屋町518番地1 アケズビルディング 代表取締役 安達裕一
株式会社ユマ設計B 0000004648 361-9552

京都府京都市西京区山田四ノ坪町11番地1 代表取締役 山本満明
株式会社ライフ建築設計室B 0000001789 391-1379

株式会社ラウムアソシエイツ一級 京都府京都市上京区荒神口通 河原町東入亀屋町122番地2 代表取締役 宗本順三
B 0000018628 254-8188

建築士事務所

京都府京都市上京区大宮通上立売上る西入伊佐町233 385PLACEビル4F 代表取締役 野村正樹
株式会社ローバー都市建築事務所B 0000013899 451-5777

ZIP082


