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㈱アルト技研 駒　井　　　明 北海道 〒063-0826
札幌市西区発寒6条11-1-1
新道北口ビル

(011)668-8411㈹
     668-8422

㈱イーエス 総合研究所 常　松　　　哲 北海道 〒007-0895
札幌市東区中沼西5条
1-8-1

(011)791-1651
   　791-5241

㈱香島 コンサルタント 香　島　満　也 北海道 〒062-0021
札幌市豊平区月寒西1条
2-1-28

(011)856-1851
   　856-1862

㈱ズコーシャ 高　橋　宣　之 北海道 〒080-0048 帯広市西18条北1丁目17
(0155)33-4400
    　33-7100

東邦 コンサルタント㈱ 橋　　　俊　之 北海道 〒084-0906 釧路市鳥取大通4-16-23
(0154)51-6161
    　53-0665

㈱フロンティア技研 蒲　原　直　之 北海道 〒060-0003
札幌市中央区北3条3丁目
1-25北三条ビルディング3階

(011)200-5560
   　242-3818

㈱農土コンサル 堀　井　健　次 北海道 〒060-0807
札幌市北区北7条西6丁目2-5
ＮＤビル

(011)747-7321
   　758-5491

北海道ブロック

正　会　員　名　簿　　（令和4年12月1日現在231会員）
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㈱アイテック 阿　部　信　孝 青森県 〒033-0022 三沢市大字三沢字南山11-25
(0176)54-4011
      54-4005

㈱オオタ測量設計 太　田　一　雄 青森県 〒034-0094 十和田市西二十二番町28-6
(0176)23-4814
    　23-4894

エイト技術㈱ 佐　藤　富　一 青森県 〒031-0072 八戸市城下2-9-10
(0178)47-2121
      46-3939

㈱しんとう計測 小　川　乃里子 青森県 〒030-0844 青森市桂木4-6-23
(017)774-4006
   　723-2649

㈱そうほく設計 小　又　　　聡 青森県 〒039-3121 上北郡野辺地町字船橋9-169
(0175)64-1174
    　64-1988

㈱大成コンサル 葛󠄀　西　公　之 青森県 〒036-8171 弘前市大字取上5-12-7
(0172)33-2781
    　33-2723

東信技術㈱ 成　田　信　秀 青森県 〒038-3145 つがる市木造字千代町100-1
(0173)42-5738
    　42-5766

東陽測量設計㈱ 中　野　慎　一 青森県 〒034-0015 十和田市東22番町22-41
(0176)21-2151
      22-0493

東北建設 コンサルタント㈱ 櫻　田　隆　夫 青森県 〒036-8095 弘前市大字城東5-7-5
(0172)27-6621
      27-6623

東北測量㈱ 有　馬　宣　道 青森県 〒038-0003 青森市大字石江字三好167-3
(017)718-3980
     718-3983

㈱開発技研 小笠原　都　義 青森県 〒030-0962 青森市佃2-22-21
(017)742-5256
     742-5257

㈱アクト技術開発 阿　部　日出也 岩手県 〒023-0841 奥州市水沢区真城36-3
(0197)25-5131
    　25-2233

㈱中央測量設計 及　川　秀　一 岩手県 〒023-0035 奥州市水沢字赤土田9-7
(0197)24-6600
    　24-6047

㈱東開技術 鈴　木　誠　弥 岩手県 〒023-0025 奥州市水沢字高網33
(0197)24-1311
    　23-2817

東北 エンジニアリング㈱ 土　門　高　大 岩手県 〒020-0121 盛岡市月が丘2丁目8番12号
(019)656-0821
     656-0822

㈱東北プランニング 浅　倉　かつえ 岩手県 〒023-0003
奥州市水沢佐倉河字杉本124番
地

(0197)24-0455
      24-0554

中井測量設計㈱ 中　井　昭　樹 岩手県 〒022-0102 大船渡市三陸町吉浜字上野29-1
(0192)45-2341
      45-2324

㈱藤森測量設計 佐々木　邦　夫 岩手県 〒028-0012 久慈市新井田4-13-1
(0194)52-1120
    　52-1045

岩倉測量設計㈱ 千　葉　　　厚 宮城県 〒989-5351 栗原市栗駒中野上野原北38番地
(0228)45-2285
      45-5296

㈱サトー技建 加　藤　一　也 宮城県 〒984-0816 仙台市若林区河原町1丁目6-1
(022)262-3535
     266-7271

㈱渡工測量設計 菅　原　　　公 宮城県 〒987-2211 栗原市築館源光4番45-2号
(0228)22-5253
      23-6094

㈱ウヌマ地域総研 鵜　沼　順　之 秋田県 〒010-0965 秋田市八橋新川向13番19号
(018)863-5809
     863-5022

興建エンジニアリング㈱ 中　村　哲　夫 秋田県 〒010-1636 秋田市新屋比内町8番45号
(018)853-9520
     828-9010

小松測量設計㈱ 小　松　千　秋 秋田県 〒015-0041 由利本荘市薬師堂字谷地124-2
(0184)23-0370
      24-5995

㈱さくら技研 佐　藤　修　身 秋田県 〒010-0941
秋田市川尻町字大川反170番地
26

(018)865-4109
     865-2030

東北ブロック（その1）
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創和技術㈱ 伊　藤　隆　喜 秋田県 〒010-0951 秋田市山王6丁目20-7
(018)863-4545
     863-4658

㈱水建技術 宇佐見　昭　一 秋田県 〒010-1421 秋田市仁井田本町6丁目4番11号
(018)829-2131
     829-2133

㈱矢留測量設計 熊　谷　精　孝 秋田県 〒010-0953 秋田市山王中園町10番46号
(018)824-6636
     824-6637

大江設計㈱ 本　田　温　夫 山形県 〒992-0042 米沢市塩井町塩野674-2
(0238)23-7735
      23-7747

㈱庄内測量設計舎 富　樫　　　仁 山形県 〒999-7781
東田川郡庄内町余目字三人谷地
69-9

(0234)43-2459
      43-3230

昭和技術設計㈱ 渡　辺　和　明 福島県 〒963-0207 郡山市鳴神1-86
(024)952-7200
     952-7755

㈱大進精測 人　見　達　男 福島県 〒963-0232 郡山市静西2-51
(024)961-5158
   　961-5145

日本精測㈱ 佐　藤　光　信 福島県 〒965-0876 会津若松市山鹿町1-10
(0242)26-3269
      28-6428

㈱日本測地 コンサルタント 小　池　保　弘 福島県 〒963-8025
郡山市桑野2丁目17-12
J&Cビル内

(024)923-0003
     933-3872

㈱東日本 エンジニアリング 阿　部　忠　宏 福島県 〒960-8073 福島市南中央3丁目13-3
(024)535-7822
     535-7823

㈱ふたば 遠　藤　秀　文 福島県 〒963-0107 郡山市安積3-157-2
(024)954-3832
     954-3835

㈱北斗測量設計社 佐　藤　　  宏 福島県 〒965-0009 会津若松市八角町11-6
(0242)25-2266
      32-2477

東北ブロック（その2）
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常陽測量設計㈱ 中　川　喜久治 茨城県 〒300-0051 土浦市真鍋5-16-26
(029)824-4110
     824-8895

総合技研㈱ 小　林　　　修 茨城県 〒310-0066 水戸市金町1-2-46
(029)226-6444㈹
   　227-5802

㈱ジステック 山　口　博　司 茨城県 〒300-0823 土浦市小松3-24-25
(029)821-8750㈹
　   823-7110

常陸測工㈱ 金　田　　　茂 茨城県 〒310-0804 水戸市白梅2-4-11
(029)221-6011
     227-5043

㈱明和技術 コンサルタンツ 戸　塚　康　則 茨城県 〒311-3414 小美玉市外之内398-1
(0299)54-0009
      54-0043

宇都宮測量㈱ 佐　藤　達　男 栃木県 〒320-0838 宇都宮市吉野1-8-6
(028)636-5222㈹
     636-9375

国土測量設計㈱ 大　貫　正　明 栃木県 〒320-0831 宇都宮市新町2-7-5
(028)635-1474㈹
   　637-0644

第一測工㈱ 小　堀　俊　明 栃木県 〒320-0831 宇都宮市新町2-6-10
(028)633-0468㈹
   　637-3097

那須測量㈱ 斎　藤　勝　也 栃木県 〒325-0013 那須塩原市鍋掛1087-30
(0287)63-3511㈹
    　63-3514

日研測量㈱ 大　島　　　薫 栃木県 〒329-3147 那須塩原市東小屋318
(0287)65-3333㈹
    　65-3003

パスキン工業㈱ 佐　藤　　　靖 栃木県 〒320-0071 宇都宮市野沢町640-4
(028)665-1201㈹
   　665-5880

㈱八汐 コンサルタント 大　山　正　雄 栃木県 〒320-0071 宇都宮市野沢町10-186
(028)666-2212
     665-7522

㈱黒岩 測量設計事務所 黒　岩　和　久 群馬県 〒371-0044 前橋市荒牧町1-40-24
(027)234-6601
     234-6607

藤和航測㈱ 安　原　達　也 群馬県 〒379-2154 前橋市天川大島町97
(027)263-3691㈹
   　261-1513

プロファ設計㈱ 杉　山　　　崇 群馬県 〒379-2214 伊勢崎市下触町629-1
(0270)62-2111㈹
    　62-2112

旭工榮㈱ 古　澤　憲　雄 埼玉県 〒361-0073 行田市行田13番12号
(048)555-6181
     554-8561

㈱アタル開発 中　田　光　男 埼玉県 〒344-0067 春日部市中央四丁目7番地4
(048)761-5051
     761-9990

浦和測量設計㈱ 神　田　　　晋 埼玉県 〒330-0045 さいたま市浦和区皇山町36-12
(048)824-1214
     824-1217

㈲エスケイプランニング 坂  本　文  昭 埼玉県 〒369-1201 大里郡寄居町大字用土494
(048)584-5985
     584-5986

㈱オーガニック国土計画 長谷部　正　美 埼玉県 〒337-0051
さいたま市見沼区東大宮7丁目
43番地の4

(048)689-0131
     689-0130

㈱北武蔵調査測量 設計事務所 今　井　鉄　夫 埼玉県 〒360-0817 熊谷市新島413-5
(048)521-1171
     521-1182

共進調査設計㈱ 小　林　　　武 埼玉県 〒339-0057 さいたま市岩槻区本町5-4-3
(048)758-1905
     756-1058

国内測量設計㈱ 本　田　潤　也 埼玉県 〒343-0015 越谷市花田1丁目11番地8
(048)966-1871
     966-5916

埼玉コンサルタント㈱ 澁　谷　英　樹 埼玉県 〒330-0062
さいたま市浦和区仲町二丁目19
番11号

(048)832-0432
     832-8192

埼玉測量設計㈱ 小　山　祥　史 埼玉県 〒330-0061 さいたま市浦和区常盤9-5-8
(048)831-9633
     827-0588

㈱坂田測量設計事務所 坂　田　昇　一 埼玉県 〒349-1103 久喜市栗橋東二丁目1番23号
(0480)52-0340
      52-0392

関東ブロック（その1）
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三協測量設計㈱ 細　沼　英　一 埼玉県 〒354-0044
入間郡三芳町大字北永井391番
地3

(049)259-1911
     258-2375

塩川設計測量㈱ 塩　川　和　彦 埼玉県 〒336-0018 さいたま市南区南本町1-16-10
(048)862-8171
     864-3500

㈱塩崎 テクノブレイン 折　原　俊　昭 埼玉県 〒346-0005 久喜市本町4-5-37
(0480)22-7891
      22-1212

㈱新日本エグザ 日　水　正　敏 埼玉県 〒331-0812
さいたま市北区宮原町4丁目14
番地10

(048)788-3564
     788-3574

㈱セントラル測量 石　上　　　実 埼玉県 〒350-0253 坂戸市北大塚490番地8
(049)283-1048
     289-2790

㈱大洋 高　野　　　洋 埼玉県 〒366-0827 深谷市栄町16-3
(048)572-8086
     572-8847

第一測量設計㈱ 富　岡　重　孝 埼玉県 〒336-0042 さいたま市南区大字大谷口5586
(048)885-2381
     885-4421

巧建業㈱ 飛　田　賢　一 埼玉県 〒331-0814
さいたま市北区東大成町二丁目
522番地3

(048)654-2011
     654-2100

㈱中央測地 渡　邉　英　樹 埼玉県 〒336-0015 さいたま市南区太田窪2-13-2
(048)885-1250
     887-5791

東洋測地調査㈱ 松　村　裕　樹 埼玉県 〒361-0056 行田市大字持田2417-5
(048)554-2161
     554-5038

㈱南建設 吉　田　順　一 埼玉県 〒369-1305 秩父郡長瀞町大字長瀞500-2
(0494)66-3251
      66-0849

武州測量㈱ 笠　原　俊　也 埼玉県 〒355-0077 東松山市上唐子1494番地の21
(0493)23-6802
      24-5678

㈱国際創建コンサルタント 吉　牟  田　広 千葉県 〒260-0027 千葉市中央区新田町5-10
(043)302-1777
     302-1778

高木測量㈱ 津　嶋　忠　男 千葉県 〒286-0045 成田市並木町85
(0476)22-1056㈹
      24-2873

アジア航測㈱ 小　川　紀一朗 東京都 〒160-0023
新宿区西新宿6-14-1
新宿グリーンタワービル15階

(03)3348-2281
    3348-2231

国際航業㈱ 土　方　　　聡 東京都 〒169-0074
新宿区北新宿2-21-1
新宿フロントタワー

(03)6362-5931㈹
    5656-8692

㈱栄設計 池　本　幸　一 東京都 〒168-0043
杉並区上荻3-24-13
井口ビル3階

(03)3396-8141㈹
    3394-9318

昭和㈱ 本　島　哲　也 東京都 〒102-0093 千代田区平河町1-7-21
(03)5276-8777㈹
    5276-8787

大和測量設計㈱ 瀬　川　信　也 東京都 〒168-0081 杉並区宮前4-26-29
(03)3334-3311㈹
  　3334-3374

㈱中央クリエイト 根　岸　政　夫 東京都 〒162-0042 新宿区早稲田町81番地
(03)3207-6167
  　3207-6168

㈱パスコ 島　村  秀  樹 東京都 〒153-0064
目黒区下目黒1丁目7番1号
パスコ目黒さくらビル

(03)5722-7600㈹
    5722-7601

㈱八州 平 　野　 　巖 東京都 〒135-0042
江東区木場5-8-40
東京パークサイドビル4F

(03)5646-1901
    5245-5061

㈱ランド・ コンサルタント 長　尾　圭　司 東京都 〒170-0004 豊島区北大塚2丁目27-3
(03)5974-9744
    5974-9750

㈱川口測量設計 川　口　友　之 山梨県 〒400-0503
南巨摩郡富士川町天神中条696
番地2

(0556)22-5581
      22-4606

㈱峡東測量設計 古　屋　文　仁 山梨県 〒405-0006 山梨市小原西1145
(0553)22-6137
      22-6637

東洋測量設計㈱ 坂　本　真　治 山梨県 〒400-0856 甲府市伊勢1丁目4番11号
(055)232-5265
     122-9660

関東ブロック（その2）
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㈱富士測量 田　中　秀　孝 山梨県 〒400-0027 甲府市富士見2丁目2番35号
(055)253-1888
     251-9235

㈱タイヨー エンジニヤ 佐　藤　芳　明 長野県 〒389-0512 東御市滋野乙1302
(0268)62-1700㈹
      62-2721

㈱グリーン 浅　岡　諭　志 静岡県 〒427-0057 島田市元島田9608-7
(0547)37-1217
      37-1219

不二総合 コンサルタント㈱ 近　藤　拓　己 静岡県 〒433-8112 浜松市北区初生町889-2
(053)439-6111㈹
     439-6129

㈱フジヤマ 藤　山　義　修 静岡県 〒430-0946 浜松市中区元城町216番地の19
(053)454-5892
     455-4619

関東ブロック（その3）
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(株)興栄コンサルタント   小　野　慶　太　岐阜県 〒500-8288 岐阜市中鶉4-11
(058)274-2332
     274-2498

(株)愛河調査設計 山　本　成　竜 愛知県 〒457-0074 名古屋市南区本地通6-8-1
(052)819-6508
     819-6509

(株)葵エンジニアリング 角　田　安　史 愛知県 〒453-0018 名古屋市中村区佐古前町22-6
(052)486-2200㈹
     483-5005

(株)拓工 青　木　拓　生 愛知県 〒456-0004 名古屋市熱田区桜田町15番22号
(052)883-2711㈹
     883-2716

中部土地調査(株) 上　野　英　和 愛知県 〒451-0042 名古屋市西区那古野2-26-8
(052)565-1881㈹
     565-1895

ＮＴＣコンサルタンツ(株) 大　村　　　仁 愛知県 〒460-0003
名古屋市中区錦2-4-15
ORE錦二丁目ビル4F

(052)229-1701㈹
     229-1702

(株)用地調査 筒　井　茂　充 愛知県 〒450-0002
名古屋市中村区名駅2-36-2
協和ビル6階

(052)571-5261㈹
     571-3376

(株)名邦テクノ 山　﨑　武　男 愛知県 〒457-0048
名古屋市南区大磯通6丁目9番地
2

(052)823-7111㈹
     823-7110

若鈴コンサルタンツ(株) 𠮷　田　伸　宏 愛知県 〒452-0822
名古屋市西区中小田井五丁目
450番地

(052)501-1361
     502-1628

東海ブロック



社　名 代 表 者 名
本　社
所在地

郵便番号 住　所
電　話
ＦＡＸ

相互技術㈱ 高　堂　景　寿 新潟県 〒950-0994
新潟市中央区上所2丁目11番14

号
(025)283-0150
     283-0152

㈱ナルサワ コンサルタント 佐 々 木 大 介 新潟県 〒950-0964 新潟市中央区網川原1-21-11
(025)282-2070㈹
     284-7993

㈱協和 藪　内　克　義 富山県 〒933-0838 高岡市北島1406
(0766)22-2100㈹
      22-7602

㈱上智 今　川　健　治 富山県 〒939-1351 砺波市千代176-1
(0763)33-2085㈹
      33-2558

㈱国土開発センター 新　家　久　司 石川県 〒921-8033 金沢市寺町3-9-41
(076)247-5080
     247-5090

北陸ブロック



社　名 代 表 者 名
本　社
所在地

郵便番号 住　所
電　話
ＦＡＸ

キタイ設計㈱ 梶　　　雅　弘 滋賀県 〒521-1398 近江八幡市安土町上豊浦1030
(0748)46-2336㈹
      46-4962

内外エンジニア リング㈱ 池　田　　　正 京都府 〒601-8213 京都市南区久世中久世町1-141
(075)933-5111㈹
     931-5796

日本施設管理㈱ 川　端　正　一 大阪府 〒564-0044 吹田市南金田2-18-11
(06)6376-0160
    6378-3360

日本振興㈱ 伊　達　多　聞 大阪府 〒542-0076
大阪市中央区難波五丁目1番60
号　なんばスカイオ20階

(06)6648-5200
    6648-5210

近畿ブロック



社　名 代 表 者 名
本　社
所在地

郵便番号 住　所
電　話
ＦＡＸ

㈱アイテック 井　上　一　貴 鳥取県 〒689-3514 米子市尾高1278-3
(0859)27-3055
      27-3085

㈱エース・プラン 紙　本　高　行 鳥取県 〒683-0035 米子市目久美町32-10
(0859)23-0411
      23-0415

㈱広洋 コンサルタント 岸　本　　　浩 鳥取県 〒683-0005 米子市中島2丁目1番60号
(0859)22-5501
      32-2905

㈱エスジーズ 大野木　昭　夫 鳥取県 〒683-0031 米子市東山町8番地1
(0859)32-3308㈹
      34-4489

ダイニチ技研㈱ 新　　　浩　薫 鳥取県 〒689-3205 西伯郡大山町西坪482
(0859)54-2111㈹
      54-3040

㈱ヒノ コンサルタント 松　本　義　政 鳥取県 〒683-0035 米子市目久美町31-5
(0859)33-5093㈹
      23-1559

㈱ヨナゴ技研 コンサルタント 大　西　幸　人 鳥取県 〒683-0854 米子市彦名町1460-4
(0859)29-5321
      29-4301

㈱ワーパス 生　西　克　徳 鳥取県 〒683-0804 米子市米原8-2-23
(0859)31-1581
      31-1580

出雲グリーン㈱ 吾　郷　直　之 島根県 〒693-0058 出雲市矢野町810
(0853)21-5151㈹
      21-5153

イズテック㈱ 高　橋　英　一 島根県 〒693-0054 出雲市浜町513-2
(0853)22-5630㈹
      22-5079

㈱カイハツ 三　代　幸　治 島根県 〒693-0021 出雲市塩冶町296-3
(0853)25-3878
      25-2198

㈱コスモ建設 コンサルタント 高　島　俊　司 島根県 〒699-0502 出雲市斐川町荘原2226-1
(0853)72-1171㈹
      72-3817

山陰開発 コンサルタント㈱ 陶　山　　　勤 島根県 〒690-0046 松江市乃木福富町383-1
(0852)21-0364
      21-0584

㈱昭和 測量設計事務所 田　原　　　毅 島根県 〒698-0041 益田市高津4-14-6
(0856)23-6728
      23-6573

島建 コンサルタント㈱ 多　久　和　豊 島根県 〒699-0732 出雲市大社町入南1307-45
(0853)53-3251
      53-5530

㈱シマダ技術 コンサルタント 美　谷　俊　二 島根県 〒692-0014 安来市飯島町228
(0854)22-2271
      23-2283

㈱大建 コンサルタント 村　木　　　繁 島根県 〒698-0012 益田市大谷町55
(0856)22-1341
      23-2505

㈱日本海技術 コンサルタンツ 中　田　昭　彦 島根県 〒699-0403 松江市宍道町西来待2570-1
(0852)66-3680
      66-3342

㈱日西テクノプラン 田　中　賢　一 島根県 〒690-0011 松江市東津田町1329-1
(0852)22-1163
      22-2113

㈱ワールド測量設計 和　田　晶　夫 島根県 〒699-0631 出雲市斐川町直江4606-1
(0853)72-0390
　　　72-9130

㈱トーワ エンジニアリング 佐　藤　　　譲 島根県 〒693-0013 出雲市荻杼町420-1
(0853)24-1102
      24-2019

㈱ウジョウ 廣　瀬　総一郎 岡山県 〒700-0983 岡山市北区東島田町1-5-20
(086)222-7204㈹
     223-0547

㈱エイト 日本技術開発 小　谷　裕　司 岡山県 〒700-0087 岡山市北区津島京町3-1-21
(086)252-8917
     252-7509

㈱高山測量設計 髙　山　吉　正 岡山県 〒700-0044 岡山市北区三門西町2-1
(086)252-9360
     252-9359

中国四国ブロック（その1）



社　名 代 表 者 名
本　社
所在地

郵便番号 住　所
電　話
ＦＡＸ

日進測量㈱ 松　枝　正　剛 岡山県 〒703-8243 岡山市中区清水366-2
(086)275-4033㈹
     275-4075

㈱荒谷建設 コンサルタント 荒　谷　悦　嗣 広島県 〒730-0833 広島市中区江波本町4-22
(082)292-5481
     294-3575

㈱広測 コンサルタント 瀬　尾　公　宏 広島県 〒739-0042
東広島市西条町大字西条東
809-1

(082)422-2556㈹
     423-8291

復建調査設計㈱ 小　田　秀　樹 広島県 〒732-0052 広島市東区光町2-10-11
(082)506-1811㈹
     506-1827

㈱ミネ技術 峯　岡　静　彦 広島県 〒722-0051 尾道市東尾道10-20
(0848)20-2711
      20-2714

㈱リクチ コンサルタント 平　田　洋　二 山口県 〒753-0031 山口市古熊2-7-61
(083)922-1698
     925-4142

㈱環境防災 藤　好　一　男 徳島県 〒770-0046 徳島市鮎喰町1-57
(088)632-0111㈹
     631-5438

㈱エス・ビー・シー 木　村　充　宏 徳島県 〒779-3742 美馬市脇町字西赤谷1063-1
(0883)52-1621
      52-1685

光設計㈱ 大　串　博　之 徳島県 〒771-0134 徳島市川内町平石住吉189-2
(088)665-6211
     665-0038

㈱フジみらい 江　﨑　雅　章 徳島県 〒770-0873 徳島市東沖洲1-6-1
(088)664-7077
     664-7078

㈱松本 コンサルタント 松　本　祐　一 徳島県 〒770-0811 徳島市東吉野町2-24-6
(088)626-0788㈹
     622-1768

㈱アース コンサルタント 二　神　久　士 愛媛県 〒791-0243 松山市平井町甲2293-3
(089)990-8852
     970-8850

㈱愛媛建設 コンサルタント 神　野　邦　彦 愛媛県 〒790-0036 松山市小栗7-11-18
(089)947-1011
     941-8606

㈱サンコー設計 工　藤　　　恊 愛媛県 〒794-0825 今治市郷六ヶ内町2-4-50
(089)831-0733㈹
     823-8376

南海測量設計㈱ 藤　村　修　作 愛媛県 〒790-0964 松山市中村3-1-7
(089)931-1212㈹
     931-7900

㈱芙蓉 コンサルタント 大　野　二　郎 愛媛県 〒790-0063 松山市辻町2-38
(089)924-1313㈹
     923-5717

㈱ライト設計 コンサルタント 松　本　清　作 愛媛県 〒790-0946 松山市市坪北1-16-10
(089)957-6631㈹
     958-2827

中国四国ブロック（その2）



社　名 代 表 者 名
本　社
所在地

郵便番号 住　所
電　話
ＦＡＸ

アジアエンヂニアリング㈱ 大　曲　光　成 福岡県 〒815-0031 福岡市南区清水1-14-8
(092)553-2800
     553-8221

(一財)九州環境管理協会 百　島　則　幸 福岡県 〒813-0004 福岡市東区松香台1丁目10-1
(092)662-0410
     662-0411

㈱技術開発 コンサルタント 木　原　泰　信 福岡県 〒812-0036 福岡市博多区上呉服町12-8
(092)271-2518㈹
     281-6149

大和コンサル㈱ 中　嶋　義　和 福岡県 〒830-0022 久留米市城南町23-3
(0942)33-8191
      33-8194

大成ジオテック㈱ 横　山　　　巌 福岡県 〒830-0038 久留米市西町1174-10
(0942)34-5622㈹
      33-1771

㈱高崎総合 コンサルタント 森　　　祐　介 福岡県 〒839-0809 久留米市東合川3-7-5
(0942)44-8333㈹
      44-8838

㈱テクノ 中　園　孝　一 福岡県 〒839-0809 久留米市東合川3-1-21
(0942)44-8700㈹
      44-9070

㈱久栄綜合コンサルタント 髙　木　亮　一 福岡県 〒830-0061
久留米市津福今町349-18久栄ﾋﾞ
ﾙ

(0942)39-7826
      37-2483

平和測量設計㈱ 野　田　隆　一 福岡県 〒839-0809 久留米市東合川7-10-11
(0942)45-7820
      45-8155

朝日テクノ㈱ 法　村　孝　樹 佐賀県 〒840-0203 佐賀市大和町大字梅野280番地
(0952)37-9300
      37-9301

㈱建匠 コンサルタント 西　村　博　文 佐賀県 〒840-0054 佐賀市水ヶ江5-8-11
(0952)28-3736
      28-0136

国際技術 コンサルタント㈱ 岡　　　達　也 佐賀県 〒849-0937
佐賀市久保田町大字新田
3797番地3

(0952)51-3711㈹
      51-3722

精工Ｃ＆Ｃ㈱ 中　村　宜　彦 佐賀県 〒847-1211 唐津市北波多岸山611-16
(0955)64-2237㈹
      64-3627

㈱トップコンサルタント 詫　間　政　弘 佐賀県 〒849-0903
佐賀市久保泉町大字下和泉
2713-3

(0952)98-3700㈹
      98-2939

西日本総合 コンサルタント㈱ 福　島　裕　充 佐賀県 〒849-0902
佐賀市久保泉町大字上和泉
3114-3

(0952)98-2141㈹
      98-3538

扇精光コンサルタンツ㈱ 安　部　清　美 長崎県 〒851-0134 長崎市田中町585-4
(095)839-2114
     839-2197

Ｅ－ｔｅｃｓコンサルタント㈱ 森　山　洋次郎 長崎県 〒857-0136 佐世保市田原町9-15
(0956)41-4333
      41-4611

㈱長崎測量設計 森　重　孝　志 長崎県 〒850-0054 長崎市上町1番27号
(095)823-6708
     823-6761

橋口技術設計㈱ 橋　口　龍　治 長崎県 〒854-0063 諫早市貝津町2962-2
(0957)26-0134
      26-4372

㈱旭技研 コンサルタント 田　　　英　幸 熊本県 〒861-8038 熊本市東区長嶺東2-26-6
(096)389-3891
     389-3892

旭測量設計㈱ 吉　田　史　朗 熊本県 〒861-2101 熊本市東区桜木4-1-58
(096)368-3074㈹
     367-8965

アジア プランニング㈱ 本　口　晴　年 熊本県 〒862-0970 熊本市中央区渡鹿7-15-27-101
(096)372-6440㈹
     363-6809

㈱有明測量開発社 藤　本　祐　二 熊本県 〒861-4108 熊本市南区幸田2丁目7番1号
(096)381-4000㈹
     381-2204

㈱オークス コンサルタント 田　上　泰　生 熊本県 〒861-8046 熊本市東区石原3-9-5
(096)389-8111㈹
     389-6600

㈱九州開発 エンジニヤリング 原　田　　　卓 熊本県 〒862-0912 熊本市東区錦ヶ丘33-17
(096)367-2133㈹
     367-2158

㈱九州技研 コンサルタント 山　下　重　明 熊本県 〒861-2118 熊本市東区花立2-21-20
(096)360-1191
     360-0920

㈱熊本建設 コンサルタント 柴　田　浩　史 熊本県 〒862-0917 熊本市東区榎町16-52
(096)367-4111
     367-4911

九州ブロック（その1）



社　名 代 表 者 名
本　社
所在地

郵便番号 住　所
電　話
ＦＡＸ

㈱興和測量設計 内　田　貴　士 熊本県 〒861-5501 熊本市北区改寄町2141-1
(096)272-7711
     272-7770

三共コンサルタント㈱ 松　尾　誠志郎 熊本県 〒861-4115 熊本市南区川尻4丁目6番57号
(096)358-6555
     358-6604

㈱十八測量設計 冨　永　勝　也 熊本県 〒862-0972 熊本市中央区新大江3-9-48
(096)383-1800
     385-5352

㈱新興測量設計 石　原　健　二 熊本県 〒861-8010 熊本市東区上南部3丁目32番8号
(096)380-9808
     380-9810

㈱スペック 髙　宮　龍　二 熊本県 〒861-8002 熊本市北区龍田町弓削668-7
(096)215-2133
     215-2134

㈱タイセイプラン 笹　路　和　弘 熊本県 〒862-0924 熊本市中央区帯山1-44-39
(096)381-5665㈹
     383-7348

東和測量設計㈱ 岩　﨑　孝　司 熊本県 〒861-8039 熊本市東区長嶺南6丁目20-70
(096)365-6745㈹
     365-6747

西日本測量設計㈱ 山　下　定　男 熊本県 〒862-0918 熊本市東区花立5丁目5-87
(096)367-8900㈹
     367-8996

㈱富友測量設計 片　山　哲　次 熊本県 〒861-8038 熊本市東区長嶺東6丁目13-10
(096)273-9870
     273-9871

㈱水野建設 コンサルタント 椎　葉　晃　吉 熊本県 〒862-0933 熊本市東区小峯2丁目6-26
(096)365-6565
     367-6290

㈱八千代コンサルタント 嶋　崎　　　豊 熊本県 〒862-0913
熊本市東区尾ノ上一丁目25番21
号

(096)387-6350
     387-6348

㈱ワコー 浦　上　善　穂 熊本県 〒861-4172 熊本市南区御幸笛田3丁目19-1
(096)370-3333㈹
     373-2323

九州工営㈱ 吉　田　一　路 宮崎県 〒880-0015 宮崎市大工2-117
(0985)28-1122㈹
      28-1105

㈱国土開発 コンサルタント 志　多　充　吉 宮崎県 〒880-0015 宮崎市大工3-155
(0985)24-6487㈹
      20-4722

㈱白浜測量設計 白　浜　隆　寛 宮崎県 〒880-0917 宮崎市城ヶ崎2-6-3
(0985)53-5984
      51-8625

㈱日豊測量設計 村　上　信　也 宮崎県 〒880-0921 宮崎市大字本郷南方3584-1
(0985)33-9491
      33-9492

フェニックスコンサルタント㈱ 菊　田　真　志 宮崎県 〒880-0121 宮崎市大字島之内字境田6652
(0985)39-2914
      39-2194

朝日開発 コンサルタンツ㈱ 水　町　道　冶 鹿児島県 〒892-0847 鹿児島市西千石町5-1
(099)226-6800
     226-6090

㈱アジア技術 コンサルタンツ 塚　田　賢太郎 鹿児島県 〒890-0069 鹿児島市南郡元町25-1
(099)251-2160
     251-2126

鹿児島土木設計㈱ 篠　原　　　誠 鹿児島県 〒891-0115 鹿児島市東開町12-10
(099)260-6262
     260-7456

霧島 エンジニアリング㈱ 中　西　　　修 鹿児島県 〒899-6507 霧島市牧園町宿窪田2178-2
(0995)76-1781
      76-1261

㈱錦城 岩　満　俊一郎 鹿児島県 〒899-8605 曽於市末吉町二之方2972-3
(0986)76-2261
      76-1320

㈱建設技術 コンサルタンツ 土　川　武　文 鹿児島県 〒890-0007 鹿児島市伊敷台1-22-1
(099)229-2800
     229-2828

㈱国土技術 コンサルタンツ 安　永　信一郎 鹿児島県 〒890-0008 鹿児島市伊敷2-14-10
(099)229-0030
     229-0474

コスモ コンサルタンツ㈱ 神田橋　　　孝 鹿児島県 〒890-0063 鹿児島市鴨池2-8-17
(099)250-5755
　   250-5770

㈱サタコンサルタンツ 重　中　一　朗 鹿児島県 〒890-0043 鹿児島市鷹師2-3-2
(099)250-7360
　   250-7380

三州技術 コンサルタント㈱ 池　端　　　司 鹿児島県 〒890-0042 鹿児島市薬師1丁目6-7
(099)285-0039
     285-0002

九州ブロック（その2）
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㈱新日本技術コンサルタント 上　野　竜　哉 鹿児島県 〒890-0034 鹿児島市田上8-24-21
(099)281-9143
     281-2417

㈱大亜 西　川　晃　央 鹿児島県 〒890-0041 鹿児島市城西2-3-7
(099)251-2111㈹
     251-2142

㈱大進 山　内　康　功 鹿児島県 〒890-0016 鹿児島市新照院町21-7
(099)239-2800
     239-2801

大福 コンサルタント㈱ 福　田　真　也 鹿児島県 〒890-0068 鹿児島市東郡元町17-15
(099)251-7075㈹
     256-8534

中央テクノ㈱ 上　山　秀　満 鹿児島県 〒899-2701 鹿児島市石谷町3208番地
(099)213-9123
     213-9124

㈱日峰測地 室　屋　祐　介 鹿児島県 〒899-3401 南さつま市金峰町大野3616
(0993)77-2176
      77-1383

㈱萩原技研 萩　原　功一郎 鹿児島県 〒892-0816 鹿児島市山下町16-20
(099)222-8700
     222-6100

㈱久永 コンサルタント 福　留　三　郎 鹿児島県 〒890-0007 鹿児島市伊敷台1-22-2
(099)228-6600㈹
     228-6601

新和技術 コンサルタント㈱ 原　田　隆　男 鹿児島県 〒890-0008 鹿児島市伊敷4-12-13
(099)218-3633
     228-7911

㈱みとも コンサルタント 東　　　英　雄 鹿児島県 〒890-0006
鹿児島市真砂町37-10
峰山ビル2階

(099)263-8837
　　 263-8838

㈱南日本技術 コンサルタンツ 坪　内　己喜男 鹿児島県 〒890-0034 鹿児島市田上3-18-20
(099)258-4477
     258-2829

㈱コバルト技建 小路口　忠　久 鹿児島県 〒899-7511 志布志市有明町原田2300-2
(099)475-2596
     475-2553

㈱大翔 西　山　伸一郎 鹿児島県 〒890-0001 鹿児島市千年2丁目1-1
(099)218-3041
     220-6201

㈱翔土木設計 米　藏　敏　博 沖縄県 〒901-0201 豊見城市字真玉橋521-2
(098)850-1846
     850-7483

㈱田幸技建コンサルタント 湧　川　哲　雄 沖縄県 〒901-2103 浦添市仲間1-5-1
(098)943-0200
     943-0201

㈱東邦建設コンサルタント 石　川　　　明 沖縄県 〒903-0814 那覇市首里崎山町4-53-10
(098)886-8540
     886-8630

㈱ベストコンサルタント 冝　保　　　剛 沖縄県 〒901-0201
豊見城市字真玉橋148-2
グランデハイム103

(098)851-2255
     851-1700

九州ブロック（その3）


