
名称 所在地

廃止 環2003-2-144 平成27年3月31日 株式会社アーシン
廃止 環2003-1-405 平成27年3月31日 阪和ビジコン株式会社
廃止 環2009-5-8 平成27年2月5日 株式会社マザーコスモ
廃止 環2003-1-544 平成26年12月31日 エクス三ツ川株式会社
廃止 環2003-1-703 平成26年12月31日 三菱樹脂株式会社
廃止 環2003-2-425 平成26年8月25日 CMDインフラ環境株式会社
廃止 環2003-2-96 平成25年12月26日 株式会社神戸調査設計
廃止 環2003-1-717 平成25年9月30日 株式会社キンキ地質センター
廃止 環2003-1-62 平成25年9月30日 キソ―化学工業株式会社
廃止 環2003-1-31 平成25年4月1日 一般財団法人地域地盤環境研究所
廃止 環2003-1-749 平成25年4月1日 株式会社関西土木技術センター
廃止 環2004-2-53 平成25年4月1日 太閤木下建設株式会社
廃止 環2008-5-8 平成25年4月1日 株式会社松本商事
廃止 環2009-5-3 平成25年4月1日 株式会社ランド・エコ
廃止 環2005-2-19 平成25年4月1日 東亜建測株式会社
廃止 環2007-5-2 平成25年4月1日 株式会社武田基礎調査
廃止 環2003-2-8 平成25年4月1日 ワコウコンサルタント株式会社
廃止 環2005-1-26 平成25年4月1日 株式会社シンメイ建設技研
廃止 環2003-2-158 平成25年4月1日 株式会社白浜試錐
廃止 環2005-1-39 平成25年4月1日 東洋検査工業株式会社
廃止 環2003-1-704 平成25年4月1日 株式会社滋賀測量設計事務所
廃止 環2003-2-4 平成25年4月1日 株式会社コスモテック
廃止 環2005-2-3 平成25年4月1日 （株）関西水資源管理サービス
廃止 環2003-2-266 平成25年4月1日 有限会社太田ジオリサーチ
廃止 環2003-2-334 平成25年4月1日 播磨地質開発株式会社
廃止 環2003-1-525 平成25年4月1日 近畿地水株式会社
廃止 環2003-2-235 平成25年4月1日 株式会社地質情報サービス
廃止 環2007-5-11 平成25年4月1日 有限会社WESTHILL
廃止 環2003-1-242 平成25年3月31日 株式会社インテコ
廃止 環2005-7-3 平成25年3月31日 中川企画建設株式会社
廃止 環2008-5-7 平成25年3月31日 株式会社日本リサイクル
廃止 環2006-5-6 平成25年3月31日 都コンサルタント株式会社
廃止 環2003-1-532 平成25年3月31日 芝田土質株式会社
廃止 環2003-2-230 平成25年3月31日 近畿ソイル工業株式会社
廃止 環2004-2-27 平成25年3月31日 株式会社三東工業社
廃止 環2005-1-40 平成25年3月31日 関西環境リサーチ株式会社
廃止 環2004-2-28 平成25年3月31日 株式会社グリーンラボ
廃止 環2003-2-393 平成25年3月31日 株式会社ソーゴーギケン
廃止 環2007-5-13 平成25年3月31日 株式会社ハマダ
廃止 環2003-1-782 平成25年3月31日 ハイテック株式会社
廃止 環2003-2-89 平成25年3月31日 富二設計コンサルティング株式会社
廃止 環2004-2-17 平成25年3月31日 株式会社鈴鹿設計事務所
廃止 環2004-1-93 平成25年3月31日 総合調査設計株式会社
廃止 環2003-2-435 平成25年3月31日 株式会社山本設計
廃止 環2003-2-186 平成25年3月31日 株式会社ハウスエンジニアリング
廃止 環2008-5-1 平成25年3月31日 株式会社大同ソイル
廃止 環2003-1-205 平成25年3月31日 株式会社京都イングス
廃止 環2003-1-228 平成25年3月31日 株式会社近畿エコサイエンス
廃止 環2004-2-52 平成25年3月31日 光工業株式会社
廃止 環2005-2-31 平成25年3月31日 株式会社トータル環境システム
廃止 環2003-1-531 平成25年3月31日 株式会社エルクコンサルタント
廃止 環2003-2-121 平成25年3月31日 有限会社ジオ・ロジック
廃止 環2005-1-15 平成25年3月31日 株式会社オーシンク
廃止 環2004-1-72 平成25年3月31日 株式会社滋賀ソイルコンサルタント
廃止 環2003-1-329 平成25年3月31日 株式会社アステック
廃止 環2004-1-135 平成25年3月31日 株式会社土質工学
廃止 環2010-5-6 平成25年3月31日 株式会社エコ・テック
廃止 環2003-2-314 平成25年3月31日 第一建設設計株式会社
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廃止 環2006-5-7 平成25年3月31日 広鉱技建株式会社
廃止 環2005-1-6 平成25年3月31日 東建設株式会社
廃止 環2004-1-152 平成25年3月31日 株式会社地水コンサルタント
廃止 環2003-1-332 平成25年3月31日 サイエンスマイクロ株式会社
廃止 環2003-1-335 平成25年3月31日 彦根鑿泉株式会社
廃止 環2003-1-546 平成25年3月31日 日本検査株式会社
廃止 環2004-1-35 平成25年3月31日 株式会社リサーチゼロ
廃止 環2003-1-778 平成25年3月31日 株式会社環境水質研究所
廃止 環2003-1-883 平成25年3月31日 株式会社浪速試錐工業所
廃止 環2004-1-119 平成25年3月31日 石垣工業株式会社
廃止 環2010-5-1 平成25年3月31日 ランドヘルパー株式会社
廃止 環2003-1-15 平成25年3月31日 晃和調査設計株式会社
廃止 環2003-2-166 平成25年3月31日 株式会社柴田
廃止 環2007-5-4 平成25年3月31日 サン化工販売株式会社
廃止 環2004-2-15 平成25年3月31日 株式会社テクノサイエンス
廃止 環2005-2-11 平成25年3月31日 株式会社シードコンサルタント
廃止 環2003-1-494 平成25年3月31日 株式会社タカダ
廃止 環2010-5-4 平成25年3月31日 株式会社木下カンセー
廃止 環2003-2-116 平成25年3月31日 東レテクノ株式会社
廃止 環2010-5-5 平成25年3月31日 株式会社大同
廃止 環2003-2-242 平成25年3月31日 株式会社リークス開発
廃止 環2007-5-6 平成25年3月31日 株式会社環境技研
廃止 環2003-2-311 平成25年3月31日 香昌工業株式会社
廃止 環2007-5-14 平成25年3月31日 計測技研株式会社
廃止 環2009-5-13 平成25年3月31日 株式会社環境地盤
廃止 環2009-5-12 平成25年3月31日 中田秀建設株式会社
廃止 環2004-1-30 平成25年3月31日 （株）都市環境技術コンサルタント
廃止 環2009-5-14 平成25年3月31日 株式会社山本清掃
廃止 環2008-5-3 平成25年3月31日 株式会社山﨑砂利商店
廃止 環2004-2-63 平成25年3月31日 滋賀建機株式会社
廃止 環2003-2-441 平成25年3月31日 関西総合地質コンサルタント株式会社
廃止 環2009-5-1 平成25年3月30日 株式会社植田環境システム
廃止 環2003-1-468 平成25年3月29日 株式会社ニッテクリサーチ
廃止 環2003-2-411 平成25年3月29日 双葉建設株式会社
廃止 環2003-1-513 平成25年3月25日 株式会社サン・テクノス
廃止 環2003-1-326 平成25年3月25日 株式会社片山化学工業研究所
廃止 環2003-1-404 平成25年3月22日 株式会社大阪環境技術センター
廃止 環2004-2-62 平成25年3月18日 株式会社デーロス
廃止 環2004-2-5 平成25年3月15日 株式会社共栄コンサルタント
廃止 環2003-1-708 平成25年3月14日 キタイ設計株式会社
廃止 環2003-1-180 平成25年3月13日 株式会社アイデックス
廃止 環2003-1-109 平成25年3月7日 株式会社綜合技術コンサルタント
廃止 環2003-2-127 平成25年3月1日 有限会社環境工学
廃止 環2008-5-5 平成25年2月28日 萬力調査株式会社
廃止 環2003-2-194 平成25年2月27日 株式会社興陽ボーリング
廃止 環2003-1-166 平成25年2月14日 株式会社国土地建
廃止 環2003-2-47 平成25年2月7日 株式会社近代技研
廃止 環2009-5-10 平成25年2月7日 日本振興株式会社
廃止 環2004-1-62 平成25年2月1日 株式会社豊国
廃止 環2003-1-202 平成25年2月1日 株式会社グルンドコンサルタント
廃止 環2003-2-390 平成25年2月1日 洛菱テクニカ株式会社
廃止 環2009-5-5 平成25年1月31日 株式会社新明
廃止 環2006-5-5 平成25年1月31日 富士建設株式会社
廃止 環2003-1-215 平成24年12月17日 環境技研コンサルタント有限会社
廃止 環2003-1-709 平成24年11月1日 株式会社日鐵テクノリサーチ
廃止 環2005-2-13 平成24年10月31日 利晃建設株式会社
廃止 環2009-5-15 平成24年9月30日 株式会社キクチコンサルタント
廃止 環2005-2-7 平成24年7月1日 天理技研株式会社
廃止 環2006-5-2 平成24年6月29日 （株）京星
廃止 環2003-2-30 平成24年6月20日 株式会社花村コンサルタント
廃止 環2003-1-665 平成24年3月31日 ツルイ化学株式会社
廃止 環2009-5-7 平成24年3月31日 DAIMアメニティ株式会社
廃止 環2004-1-160 平成24年2月29日 株式会社近畿興産
廃止 環2007-5-12 平成24年1月1日 吉村建設工業株式会社
廃止 環2003-1-509 平成23年9月30日 株式会社ケイエヌラボアナリシス
廃止 環2008-5-4 平成23年3月31日 関西トクヤマ販売株式会社
廃止 環2003-1-370 平成23年3月31日 三洋電機株式会社



廃止 環2003-2-357 平成23年3月31日 株式会社ガンマー分析センター
廃止 環2003-1-1 平成23年3月31日 株式会社淡海環境デザイン
廃止 環2007-5-10 平成23年3月30日 株式会社エコテクノサービス
廃止 環2003-1-637 平成23年3月15日 株式会社神鋼環境ソリューション
廃止 環2003-2-434 平成23年3月11日 株式会社化学品分析センター
廃止 環2003-2-82 平成23年2月28日 内外エンジニアリング株式会社
廃止 環2003-1-108 平成23年2月28日 クオリティハウジングチェック株式会社
廃止 環2003-2-7 平成23年2月15日 鳳産業株式会社
廃止 環2003-1-556 平成23年2月15日 株式会社カネカテクノリサーチ
廃止 環2003-1-680 平成23年2月14日 川重テクノロジー株式会社
廃止 環2009-5-11 平成23年2月10日 西畑測量設計株式会社
廃止 環2003-2-222 平成23年2月3日 株式会社千代田基礎調査技術
廃止 環2003-2-86 平成23年1月31日 ジオ調査事務所有限会社
廃止 環2003-1-804 平成23年1月28日 株式会社アース・プロジェクト
廃止 環2005-1-42 平成23年1月20日 大勝建設株式会社
廃止 環2003-1-676 平成22年12月31日 正和設計株式会社
廃止 環2004-2-74 平成22年12月31日 株式会社日開調査設計コンサルタント
廃止 環2003-1-235 平成22年12月1日 興和化学産業株式会社
廃止 環2003-1-293 平成22年11月30日 環境計測サービス株式会社
廃止 環2007-5-9 平成22年6月30日 株式会社ユニテックコンサルタンツ


