
512 糸島市一般（指名）競争入札有資格者名簿（測量等）（第１希望業種順） 令和3年9月1日（R3登録）
種別 新旧 受付番号 業者名 ﾖﾐｶﾞﾅ 代表者 郵便番号 市町村 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 本社 第１希望 1.業務種類 1-1.専門分野 1-2.専門分野 1-3.専門分野 第２希望 2.業務種類 2-1.専門分野 2-2.専門分野 2-3.専門分野
測量等 更新 224 ㈱アースプラニング ｱｰｽﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ 小倉　充彦 812-0876 福岡市 博多区昭南町1-4-7 582-6911 582-6429 福岡 31 測量　 測量一般

測量等 更新 174 ㈱I．Sプラン ｱｲｴｽﾌﾟﾗﾝ 柿本　春代 815-0082 福岡市 南区大楠2-5-32 408-9837 408-9838 福岡 31 測量　 測量一般

測量等 更新 480 朝日航洋㈱　九州空情支社 ｱｻﾋｺｳﾖｳ 野田　昭彦 812-0013 福岡市 博多区博多駅東3-12-1 437-5905 437-5907 東京 31 測量　 航空測量 地図の調製 台帳整備（道路、上下水道等） 32 土木設計 下水道 道路 森林土木

測量等 更新 245 アジア航測㈱　福岡支店 ｱｼﾞｱｺｳｿｸ 野村　宏治 812-0011 福岡市 博多区博多駅前4-9-2　八百治ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 441-1480 481-0469 東京 31 測量　 航空測量 台帳整備（道路、上下水道等） 測量一般 32 土木設計 河川・砂防 道路 都市計画・地方計画

測量等 更新 403 ㈱Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ ｲｰｼｽﾃﾑ 藤本　尚伸 812-0020 福岡市 博多区対馬小路1-21 282-6850 283-6860 福岡 31 測量　 測量一般 32 土木設計 河川・砂防 その他 鋼構造・コンクリート

測量等 更新 327 ㈱イーディシー ｲｰﾃﾞｨｼｰ 大野　剛正 810-0075 福岡市 中央区港1-8-4 716-3611 716-7151 福岡 31 測量　 測量一般 住居表示 台帳整備（道路、上下水道等） 32 土木設計 道路 河川・砂防 都市計画・地方計画

測量等 更新 223 ㈱怡土　前原支店 ｲﾄ 山口　一幸 819-1103 糸島市 池田1 324-0786 324-0796 福岡 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 32 土木設計 道路 河川・砂防 都市計画・地方計画

測量等 更新 312 ㈱イビソク　福岡営業所 ｲﾋﾞｿｸ 山城　健二朗 811‐1302 福岡市 南区井尻4-42-25-102 707‐8210 707‐8211 岐阜 31 測量　 測量一般 航空測量 台帳整備（道路、上下水道等） 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 その他

測量等 更新 177 大河内測量データ㈱ ｵｵｶﾜﾁｿｸﾘｮｳﾃﾞｰﾀ 大河内　隆 819-0373 福岡市 西区周船寺三丁目18-40 834-3572 834-3674 福岡 31 測量　 測量一般 地図の調製 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 新規 264 ㈱カワソク ｶﾜｿｸ 堤　洋子 814-0005 福岡市 早良区祖原20-5 834-2377 843-7101 福岡 31 測量　 測量一般

測量等 更新 101 ㈱九州技術調査 ｷｭｳｼｭｳｷﾞｼﾞｭﾂﾁｮｳｻ 関屋　保澄 810-0011 福岡市 中央区高砂2-6-4 523-8270 523-8271 福岡 31 測量　 測量一般 航空測量 地図の調製 32 土木設計 道路 区画整理 都市計画・地方計画

測量等 更新 197 九州航空㈱　福岡営業所 ｷｭｳｼｭｳｺｳｸｳﾌｸｵｶ 陰山　博夫 811-1352 福岡市 南区鶴田2-17-22 564-1500 564-1502 大分 31 測量　 航空測量

測量等 更新 315 九州測量設計㈱ ｷｭｳｼｭｳｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 興梠　博文 812-0881 福岡市 博多区井相田1-7-7 501-0008 573-2108 福岡 31 測量　 測量一般 航空測量

測量等 更新 322 九州地理情報㈱ ｷｭｳｼｭｳﾁﾘｼﾞｮｳﾎｳ 三舛　善彦 813-0025 福岡市 東区青葉2-30-1 663-2111 663-2115 福岡 31 測量　 航空測量 台帳整備（道路、上下水道等） 地図の調製

測量等 更新 283 共立設計㈱ ｷｮｳﾘﾂｾｯｹｲ 秋永　一眞 815-0004 福岡市 南区高木3-9-3 558-1664 558-1665 福岡 31 測量　 測量一般

測量等 更新 183 共和航業コンサルタント㈱ ｷｮｳﾜｺｳｷﾞｮｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 細川　曻二 811-1344 福岡市 南区三宅3-1-28-3 555-9018 555-9032 福岡 31 測量　 測量一般 航空測量 台帳整備（道路、上下水道等） 32 土木設計 道路 上水道 下水道

測量等 更新 230 国際航業㈱　福岡支店 ｺｸｻｲｺｳｷﾞｮｳ 有吉　誠 812-0013 福岡市 博多区博多駅東3-6-3 451-5001 481-2594 東京 31 測量　 台帳整備（道路、上下水道等） 航空測量 測量一般 32 土木設計 都市計画・地方計画 道路 河川・砂防

測量等 更新 220 国土建設測量設計㈱ ｺｸﾄﾞｹﾝｾﾂｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 佐々木　隆人 838-0023 朝倉市 三奈木2775 0946-22-9371 0946-23-2298 福岡 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 35 補償 土地・建物損失補償

測量等 更新 257 国土情報開発㈱ ｺｸﾄﾞｼﾞｮｳﾎｳｶｲﾊﾂ 羽田　寛 154-8530 東京都 世田谷区池尻2-7-3 03-5481-3000 03-5481-3030 東京 31 測量　 測量一般 地図の調製

測量等 更新 215 ㈲国土調査事務所 ｺｸﾄﾞﾁｮｳｻｼﾞﾑｼｮ 佐藤　哲郎 811-1313 福岡市 南区曰佐4-10-25-306 581-1292 574-0189 福岡 31 測量　 測量一般 登記手続

測量等 更新 22 ㈱コンクリートサポートセンター ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 反保　美光 814-0165 福岡市 早良区次郎丸6-13-24 865-5338 865-534 福岡 31 測量　 測量一般 その他

測量等 更新 457 三和測量㈲ ｻﾝﾜｿｸﾘｮｳ 二場　龍馬 830-0003 久留米市 東櫛原町314-4 0942-35-3217 0942-35-3359 福岡 31 測量　 測量一般

測量等 新規 43 ㈲シーエスプランニング ｼｰｴｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 黒木　隆幸 810-0011 福岡市 中央区高砂1-6-21 526-4653 510-7253 福岡 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 測量一般

測量等 更新 438 ㈱ジオ ｼﾞｵ 西村　行正 812-0014 福岡市 博多区比恵町10-1 433-1771 433-1773 福岡 31 測量　 測量一般 35 補償 土地・建物損失補償

測量等 更新 76 新日本測量設計㈱ ｼﾝﾆﾎﾝｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 桑野　壮平 812-0878 福岡市 博多区竹丘町2-1-20 573-3202 573-9998 福岡 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 32 土木設計 都市計画・地方計画 道路 下水道

測量等 更新 374 新和技術コンサルタント㈱ ｼﾝﾜｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 原田　隆男 890-0008 鹿児島市 伊敷4-12-13 099-218-3633 099-228-7911 鹿児島 31 測量　 測量一般

測量等 新規 482 ㈱先崎測量 ｾﾝｻﾞｷｿｸﾘｮｳ 先崎　滋 811-1365 福岡市 南区皿山2-1-45 403-1130 403-1138 福岡 31 測量　 測量一般

測量等 更新 225 ㈱ゼンリン　福岡営業所 ｾﾞﾝﾘﾝ 浦島　和博 812-0018 福岡市 博多区住吉4-1-5 710-6074 710-6075 福岡 31 測量　 測量一般 地図の調製

測量等 新規 91 ㈱測技 ｿｸｷﾞ 多久島安孝 811-3431 宗像市 田熊3-1-47中岡ﾋﾞﾙ2F 0940-34-8280 0940-34-8281 福岡 31 測量　 測量一般 航空測量

測量等 更新 291 ㈱大永建設コンサルタント　福岡事務所 ﾀﾞｲｴｲｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田畑　三英 812-0006 福岡市 博多区上牟田1-17-24 433-3300 433-3301 大阪 31 測量　 測量一般

測量等 更新 392 ㈱大高開発 ﾀﾞｲｺｳｶｲﾊﾂ 大塚　憲一 811-1313 福岡市 南区曰佐5-7-26 572-2826 572-3036 福岡 31 測量　 測量一般 地図の調製 台帳整備（道路、上下水道等） 32 土木設計 道路 下水道 河川・砂防

測量等 更新 464 大正測量設計㈱ ﾀｲｼｮｳｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 川﨑　信三 811-1365 福岡市 南区皿山3-2-56 541-7045 541-7282 福岡 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 航空測量 32 土木設計 道路 河川・砂防 農業土木

測量等 更新 425 大成ジオテック㈱　福岡支店 ﾀｲｾｲｼﾞｵﾃｯｸ 藤田　成 812-0016 福岡市 博多区博多駅南1-10-17 473-1217 473-1285 福岡 31 測量　 台帳整備（道路、上下水道等） 航空測量 測量一般 32 土木設計 都市計画・地方計画 鋼構造・コンクリート 道路

測量等 更新 472 ㈱都市総合開発研究所 ﾄｼｿｳｺﾞｳｶｲﾊﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 川本　寛人 885-0023 都城市 栄町24-2 0986-25-6603 0986-24-8770 宮崎 31 測量　 その他 地図の調製 測量一般 35 補償 その他

測量等 新規 489 土地家屋調査士先崎滋事務所 ﾄﾁｶｵｸﾁｮｳｻｼｾﾝｻﾞｷｼｹﾞﾙｼﾞﾑｼｮ 先崎　滋 811-1365 福岡市 南区皿山2-1-45 555-8810 555-8818 福岡 31 測量　 登記手続

測量等 更新 512 ㈱豊田工務所 ﾄﾖﾀﾞｺｳﾑｼｮ 豊田　啓一 811-1365 福岡市 南区皿山4-14-15 551-6368 551-6369 福岡 31 測量　 測量一般

測量等 更新 329 中日本航空㈱　福岡支店 ﾅｶﾆﾎﾝｺｳｸｳ 増本　勝巳 812-0013 福岡市 博多区博多駅東1-14-33 483-5013 433-7356 愛知 31 測量　 航空測量 台帳整備（道路、上下水道等） 測量一般 32 土木設計 河川・砂防 道路 都市計画・地方計画

測量等 更新 402 ニチレキ㈱　九州支店 ﾆﾁﾚｷ 長澤　勇 813-0018 福岡市 東区香椎浜ふ頭2-3-17 663-9900 663-9911 東京 31 測量　 測量一般 32 土木設計 道路

測量等 更新 131 ㈲ニューコスモ ﾆｭｰｺｽﾓ 藤田　一弘 812-0888 福岡市 博多区板付2-5-4 582-1370 582-1460 福岡 31 測量　 測量一般

測量等 更新 74 ㈱博多企画 ﾊｶﾀｷｶｸ 片山　恭平 812-0854 福岡市 博多区東月隈3-19-14 558-1072 558-1512 福岡 31 測量　 測量一般 32 土木設計 造園 道路

測量等 更新 272 ㈱パスコ　福岡支店 ﾊﾟｽｺ 山内　隆嗣 812-0007 福岡市 博多区東比恵3-5-2 451-3522 472-5328 東京 31 測量　 台帳整備（道路、上下水道等） 航空測量 測量一般 32 土木設計 都市計画・地方計画 道路 森林土木

測量等 更新 149 福岡測量㈱ ﾌｸｵｶｿｸﾘｮｳ 福田　修二郎 810-0005 福岡市 中央区清川2-12-27 753-7420 522-1622 福岡 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） その他 32 土木設計 道路 宅地造成 都市計画・地方計画

測量等 更新 78 福高総合技術コンサルタント㈱　糸島営業所 ﾌｸﾀｶｿｳｺﾞｳｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 井上　正則 819-1323 糸島市 志摩小金丸1802-15 332-2167 332-2176 福岡 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償

測量等 更新 66 ㈱プライム技術開発 ﾌﾟﾗｲﾑｷﾞｼﾞｭﾂｶｲﾊﾂ 江口　浩 812-0888 福岡市 博多区板付2-1-2 092-292-7075 092-292-7183 福岡 31 測量　 測量一般

測量等 更新 399 ㈱埋蔵文化財サポートシステム　福岡支店 ﾏｲｿﾞｳﾌﾞﾝｶｻﾞｲｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ 香西　真紀子 818-0034 筑紫野市 美しが丘南7-6-5 927-0217 927-0243 佐賀 31 測量　 測量一般 航空測量 地図の調製

測量等 更新 178 丸菱航業㈱ ﾏﾙﾋﾞｼｺｳｷﾞｮｳ 首藤　英雄 802-0075 北九州市 小倉北区昭和町13-7 093-921-3292 093-921-1836 福岡 31 測量　 住居表示 地図の調製

測量等 更新 243 未来プラン㈱ ﾐｷﾌﾟﾗﾝ 竹田　伸一 812-0026 福岡市 博多区上川端町12-28安田第１ビル9階 263-6226 263-6228 福岡 31 測量　 測量一般

測量等 更新 284 三共測量設計㈱　福岡営業所 ﾐﾄﾓｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 佐藤　博之 811-1302 福岡市 南区井尻1-8-1 588-1066 588-1067 福岡 31 測量　 測量一般 35 補償 土地・建物損失補償 その他 営業・特殊補償

測量等 更新 15 Ryu測量事務所 ﾘｭｳｿｸﾘｮｳｼﾞﾑｼｮ 吉冨　龍一 819-1622 糸島市 二丈一貴山1021-6 325-1482 325-1482 福岡 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 455 アーバンテクノ㈱ ｱｰﾊﾞﾝﾃｸﾉ 武富　龍馬 810-0022 福岡市 中央区薬院3-13-23 526-8887 526-8881 福岡 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 下水道 31 測量　 測量一般

測量等 更新 14 ㈱アーバンデザインコンサルタント ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 大杉　哲哉 812-0029 福岡市 博多区古門戸町7-3 282-1788 282-1777 福岡 32 土木設計 造園 都市計画・地方計画 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 300 ㈱アーバントラフィックエンジニアリング　福岡事務所 ｱｰﾊﾞﾝﾄﾗﾌｨｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 嶋村　泰弘 810-0013 福岡市 中央区大宮1-4-34 521-3040 521-3038 東京 32 土木設計 道路 都市計画・地方計画 31 測量　 測量一般

測量等 更新 422 ㈱アオイ ｱｵｲ 上野　稔 811-1323 福岡市 南区弥永5-10-1 582-0406 582-0617 福岡 32 土木設計 道路 河川・砂防 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般

測量等 新規 510 朝倉コンサルタント㈱ ｱｻｸﾗｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 倉掛　和俊 815-0082 福岡市 南区大楠1-4-22 406-8910 406-8912 福岡 32 土木設計 上水道 道路 下水道 31 測量　 測量一般

測量等 更新 351 ㈱旭技研設計コンサルタント　福岡事務所 ｱｻﾋｷﾞｹﾝｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 岩崎　正彦 815-0075 福岡市 南区長丘2-24-12 554-3828 554-3830 福岡 32 土木設計 上水道 下水道

測量等 更新 286 ㈱旭建設コンサルタント ｱｻﾋｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 坂本　正志 810-0023 福岡市 中央区警固2-2-19-303 714-4574 714-4576 福岡 32 土木設計 下水道 道路 宅地造成 31 測量　 測量一般

測量等 更新 368 アジアエンヂニアリング㈱ ｱｼﾞｱｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 大曲　光成 815-0031 福岡市 南区清水1-14-8 553-2800 553-8221 福岡 32 土木設計 上水道 鋼構造・コンクリート 農業土木 31 測量　 測量一般

測量等 更新 385 ㈱アジア共同設計コンサルタント 九州支社 ｱｼﾞｱｷｮｳﾄﾞｳｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 本　純治 812-0013 福岡市 博多区博多駅東1-18-25 409-2435 409-2436 神奈川 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 都市計画・地方計画 31 測量　 測量一般



512 糸島市一般（指名）競争入札有資格者名簿（測量等）（第１希望業種順） 令和3年9月1日（R3登録）
種別 新旧 受付番号 業者名 ﾖﾐｶﾞﾅ 代表者 郵便番号 市町村 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 本社 第１希望 1.業務種類 1-1.専門分野 1-2.専門分野 1-3.専門分野 第２希望 2.業務種類 2-1.専門分野 2-2.専門分野 2-3.専門分野
測量等 更新 352 ㈱アジア建設コンサルタント ｱｼﾞｱｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 河村　敏郁 815-0082 福岡市 南区大楠2-8-13 521-5931 524-0103 福岡 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 下水道 31 測量　 測量一般 航空測量 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 237 アズテックコンサルタンツ㈱福岡支店 ｱｽﾞﾃｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 杉山　吉夫 830-0046 福岡市 博多区博多駅東一丁目11-15 260-7810 260-7811 福岡 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 下水道 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 7 ㈱イーエムトラスト ｲｰｴﾑﾄﾗｽﾄ 水元　薫 850-0862 長崎市 出島町4-4-4F 095-832-8880 095-832-8881 長崎 32 土木設計 その他

測量等 更新 334 Ｅ－ｔｅｃｓコンサルタント㈱　福岡本社 ｲｰﾃｸｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 益田　康一 814-0104 福岡市 城南区別府4-4-4 821-3388 821-3044 長崎 32 土木設計 下水道 鋼構造・コンクリート 道路 31 測量　 測量一般 地図の調製 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 440 ㈱市浦ハウジング＆プランニング　福岡支店 ｲﾁｳﾗﾊｳｼﾞﾝｸﾞｱﾝﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 高屋　宏 812-0017 福岡市 博多区美野島1-2-8 472-1935 451-7408 東京 32 土木設計 都市計画・地方計画 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 390 いであ㈱　九州支店 ｲﾃﾞｱ 松本　達郎 812-0055 福岡市 東区東浜1-5-12 641-7878 651-3324 東京 32 土木設計 河川・砂防 道路 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般

測量等 更新 209 ㈱ウエスコ　九州支社 ｳｴｽｺ ｷｭｳｼｭｳｼｼｬ 奥山　道哉 812-0016 福岡市 博多区博多駅南2-4-11 483-3291 483-3292 岡山 32 土木設計 上水道 下水道 都市計画・地方計画 31 測量　 航空測量 台帳整備（道路、上下水道等） その他

測量等 更新 298 ㈱ウエストエンジニアリング ｳｴｽﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 濵地　豊文 819-0373 福岡市 西区周船寺2-14-31 807-5873 407-4350 福岡 32 土木設計 道路 宅地造成 下水道

測量等 更新 508 ㈱ウヱノ　福岡営業所 ｳｴﾉ 宮﨑　茂幸 812-0013 福岡市 博多区博多駅東1-12-5 473-1539 473-1548 長崎 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 34 地質調査 その他 ボーリング

測量等 更新 303 エイコー・コンサルタンツ㈱ ｴｲｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 青木　克彦 815-0083 福岡市 南区高宮5-10-12 534-8150 534-8153 福岡 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 下水道 31 測量　 測量一般

測量等 更新 424 ㈱永大開発コンサルタント ｴｲﾀﾞｲｶｲﾊﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 佐々木　靖彦 820-0016 飯塚市 菰田東2-22-55 0948-23-6368 0948-22-1236 福岡 32 土木設計 道路 河川・砂防 その他 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 456 ㈱エイト日本技術開発　九州支社 ｴｲﾄﾆﾎﾝｷﾞｼﾞｭﾂｶｲﾊﾂ 神野　洋 812-0018 福岡市 博多区住吉3-1-80 686-9941 686-9945 岡山 32 土木設計 都市計画・地方計画 下水道 鋼構造・コンクリート 34 地質調査 ボーリング 水源調査

測量等 更新 294 ㈱エース　九州支社 ｴｰｽ 宮内　義浩 812-0013 福岡市 博多区博多駅東2-9-25 292-0821 292-0824 京都 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 下水道 34 地質調査 ボーリング

測量等 更新 479 ㈱エーワンコンサルタント ｴｰﾜﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 古田　誠一 830-0061 久留米市 津福今町366-2 0942-46-6520 0942-27-9528 福岡 32 土木設計 道路 河川・砂防 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 航空測量

測量等 更新 356 ㈱ＥＣＯエンジニアリング ｴｺｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 高橋　健治 819-1116 糸島市 前原中央3-1-15-2Ｆ 332‐2296 332-2296 福岡 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 都市計画・地方計画 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 348 エコーエンヂニアリング㈱ ｴｺｰｴﾝﾁﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 岩永　文夫 815-0031 福岡市 南区清水1-14-20 511-3387 511-2815 福岡 32 土木設計 下水道 上水道 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 173 ㈱エス技建 ｴｽｷﾞｹﾝ 木村　保明 812-0018 福岡市 博多区住吉4-27-3テクノ住吉202 432-6117 432-6118 福岡 32 土木設計 電気電子 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 393 ㈱エスケイエンジニアリング ｴｽｹｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 岩本　徳文 818-0072 筑紫野市 二日市中央1-1-50 925-4880 925-4870 福岡 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 河川・砂防 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 航空測量

測量等 更新 211 ㈱エスティ環境設計研究所 ｴｽﾃｨｶﾝｷｮｳｾｯｹｲｹﾝｷｭｳｼｮ 澁江　章子 812-0028 福岡市 博多区須崎町12-8 271-3606 271-3662 福岡 32 土木設計 都市計画・地方計画 造園 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 51 ㈱エックス都市研究所　九州事務所 ｴｯｸｽﾄｼｹﾝｷｭｳｼｮ 根本　康男 802-0005 北九州市 小倉北区堺町1-2-16 093-513-2252 093-513-2253 東京 32 土木設計 廃棄物 都市計画・地方計画

測量等 更新 64 ㈱NJS　九州総合事務所 ｴﾇｼﾞｪｲｴｽ 石井　信次 812-0039 福岡市 博多区冷泉町10‐21 281-9050 281-9070 東京 32 土木設計 下水道 上水道 鋼構造・コンクリート 33 建築設計 耐力度調査・診断 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設備設計監理

測量等 更新 99 ㈱ＮＪＳ・Ｅ＆Ｍ　福岡事務所 ｴﾇｼﾞｪｰｴｽｲｰｱﾝﾄﾞｴﾑ 岩橋　大輔 812-0039 福岡市 博多区冷泉町10-21 291-9070 281-9071 東京 32 土木設計 下水道

測量等 更新 103 NTCコンサルタンツ㈱　九州支社 ｴﾇﾃｨｰｼｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 安藤　嘉章 812-0013 福岡市 博多区博多駅東3-1-26 432-1830 432-1829 愛知 32 土木設計 農業土木 河川・砂防 鋼構造・コンクリート 34 地質調査 ボーリング

測量等 更新 97 エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱　九州事業部 ｴﾇﾃｨﾃｨｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ 棚田　裕宣 812-0007 福岡市 博多区東比恵2-3-7 432-3791 415-1924 東京 32 土木設計 道路 その他 下水道 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 新規 182 ㈱エフコン ｴﾌｺﾝ 中島　等 811-1352 福岡市 南区鶴田4-34-9 821-8433 821-8411 福岡 32 土木設計 河川・砂防 下水道

測量等 更新 342 ㈱エム・ケー・コンサルタント ｴﾑｹｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 廣松　敏幸 812-0882 福岡市 博多区麦野6-14-19 573-2777 573-2884 福岡 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 下水道 31 測量　 測量一般

測量等 更新 160 ㈱エムテックエンジニアリング ｴﾑﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 松本　秀満 812-0025 福岡市 博多区店屋町3-32 283-7704 283-7705 福岡 32 土木設計 港湾及び空港 河川・砂防 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 147 ㈱オオバ　九州支店 ｵｵﾊﾞ 伊原　康敏 810-0074 福岡市 中央区大手門1-1-12 714-7521 714-6730 東京 32 土木設計 都市計画・地方計画 造園 下水道 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 航空測量

測量等 更新 371 ㈱オービット ｵｰﾋﾞｯﾄ 山田　益司 812-0877 福岡市 博多区元町1-7-12 589-3418 589-3419 福岡 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 下水道 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） その他

測量等 更新 255 ㈱オリエンタルコンサルタンツ　九州支社 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 薮内　一彦 812-0011 福岡市 博多区博多駅前3-2-8 411-6209 411-3086 東京 32 土木設計 都市計画・地方計画 鋼構造・コンクリート 河川・砂防 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 113 オリジナル設計㈱　福岡事務所 ｵﾘｼﾞﾅﾙｾｯｹｲ 渡邊　光則 812-0011 福岡市 博多区博多駅前2-6-12 472-0611 474-8152 東京 32 土木設計 下水道 上水道 その他 31 測量　 測量一般

測量等 更新 207 ㈱環ヴィトーム　福岡設計室 ｶﾝｳﾞｨﾄｰﾑﾌｸｵｶｾｯｹｲｼﾂ 亀谷　一郎 815-0033 福岡市 南区大橋1-2-3 512-8100 512-6444 大分 32 土木設計 造園 都市計画・地方計画 道路

測量等 更新 181 ㈱環境技術研究所　九州支店 ｶﾝｷｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 村井　康一 801-0831 北九州市 門司区丸山1-23-9 093-322-2766 093-322-2767 大阪 32 土木設計 廃棄物 下水道

測量等 更新 328 ㈱環境施設　糸島支店 ｶﾝｷｮｳｼｾﾂ 井久保　憲一 819-1561 糸島市 曽根44-55 321-3033 321-3044 福岡 32 土木設計 下水道 農業土木 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 232 ㈱環境デザイン機構 ｶﾝｷｮｳﾃﾞｻﾞｲﾝｷｺｳ 佐藤　俊郎 810-0042 福岡市 中央区赤坂1-11-16FD+5F 401-0080 401-0807 福岡 32 土木設計 都市計画・地方計画 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 新規 468 ㈱環境デザイン設計事務所 ｶﾝｷｮｳﾃﾞｻﾞｲﾝｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 小川　紀 162-0814 東京都 新宿区新小川町5-6　ティーアイビル201号 03-5579-8747 03-5579-8748 東京 32 土木設計 廃棄物

測量等 更新 114 関西技術コンサルタント㈱　福岡事務所 ｶﾝｻｲｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 辻 裕司 811-1302 福岡市 南区井尻1-4-9-102 558-5265 558-5267 大阪 32 土木設計 上水道 下水道 電気電子 34 地質調査 ボーリング

測量等 更新 188 ㈱技術開発コンサルタント ｷﾞｼﾞｭﾂｶｲﾊﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 木原　泰信 812-0036 福岡市 博多区上呉服町12-8 271-2518 281-6149 福岡 32 土木設計 農業土木 鋼構造・コンクリート 道路 31 測量　 測量一般 航空測量 地図の調製

測量等 更新 48 基礎地盤コンサルタンツ㈱　九州支社 ｷｿｼﾞﾊﾞﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 白井　康夫 814-0022 福岡市 早良区原2-16-7 831-2511 822-2393 東京 32 土木設計 河川・砂防 道路 鋼構造・コンクリート 34 地質調査 ボーリング CBR その他

測量等 更新 419 キタイ設計㈱　福岡事務所 ｷﾀｲｾｯｹｲ 野崎　修作 802-0001 北九州市 小倉北区浅野1-2-39 093-533-5351 093-533-5352 滋賀 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 下水道 造園 34 地質調査 ボーリング 水源調査 CBR

測量等 更新 320 九州建設コンサルタント㈱　福岡支店 ｷｭｳｼｭｳｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 牧野　治生 814-0165 福岡市 早良区次郎丸2-1-1 874-3141 874-3147 大分 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 港湾及び空港 下水道

測量等 更新 79 九州コンサルタント㈱ ｷｭｳｼｭｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 叶　信彦 810-0045 福岡市 中央区草香江1-1-17 731-0750 731-1336 福岡 32 土木設計 上水道 下水道 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 458 九州水工設計㈱　福岡支店 ｷｭｳｼｭｳｽｲｺｳｾｯｹｲ 青山　忠仁 812-0011 福岡市 博多区博多駅前3-27-18-3F 260-1961 260-1962 佐賀 32 土木設計 下水道 上水道 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 492 九和設計㈱　福岡支社 ｷｭｳﾜｾｯｹｲ 瀨野　浩司 815-0031 福岡市 南区清水4-4-10 553-5101 553-5101 福岡 32 土木設計 下水道 道路

測量等 更新 12 ㈱共栄設計事務所 ｷｮｳｴｲｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 小宮　晃 814-0163 福岡市 早良区干隈6-8-1 874-9110 874-9111 福岡 32 土木設計 道路 下水道 その他 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 313 協同エンジニアリング㈱　福岡支店 ｷｮｳﾄﾞｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 富安　良一 812-0013 福岡市 博多区博多駅東1-19-16 710-5687 710-5689 大分 32 土木設計 港湾及び空港 鋼構造・コンクリート 下水道 31 測量　 測量一般 住居表示 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 360 ㈱共同技術コンサルタント ｷｮｳﾄﾞｳｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 前田　慎介 880-0824 宮崎市 大島町山田ヶ窪1926-1 0985-29-0240 0985-24-8584 宮崎 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 河川・砂防 34 地質調査 ボーリング その他

測量等 更新 167 ㈱橋梁コンサルタント　西日本支社 ｷｮｳﾘｮｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 中島　雅人 812-0013 福岡市 博多区博多駅東1-9-11 461-2011 461-2012 東京 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 電気電子 31 測量　 測量一般

測量等 新規 358 ㈱協和コンサルタンツ　九州支社 ｷｮｳﾜｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 齋藤　直人 810-0001 福岡市 中央区天神3-11-20 733-1241 733-1240 東京 32 土木設計 造園 都市計画・地方計画 下水道

測量等 更新 127 ㈱共和テック ｷｮｳﾜﾃｯｸ 山口　輝喜 839-0809 久留米市 東合川3-1-11 0942-45-5321 0942-45-5324 福岡 32 土木設計 道路 河川・砂防 農業土木 34 地質調査 水源調査 ボーリング CBR

測量等 更新 44 極水設計㈱ ｷｮｸｽｲｾｯｹｲ 志多　充吉 813-0013 福岡市 東区香椎駅前2-9-1 665-0355 665-0356 福岡 32 土木設計 下水道 上水道 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 412 ㈱極東技工コンサルタント　福岡事務所 ｷｮｸﾄｳｷﾞｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 志賀　昭宏 812-0007 福岡市 博多区東比恵2-17-23 481-8450 481-8450 大阪 32 土木設計 下水道 上水道 河川・砂防 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 58 ㈱クマガイ設計測量事務所 ｸﾏｶﾞｲｾｯｹｲｿｸﾘｮｳｼﾞﾑｼｮ 熊谷　俊明 819-0381 福岡市 西区泉1-26-25 806-7142 806-9110 福岡 32 土木設計 下水道 上水道 道路 31 測量　 測量一般 登記手続

測量等 新規 496 クモノスコーポレーション㈱　九州支店 ｸﾓﾉｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 南　多佳志 812-0894 福岡市 博多区諸岡3-9-6 574-1818 501-1414 大阪 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 下水道 31 測量　 測量一般

測量等 更新 463 倉測建設コンサルタント㈱ ｸﾗｿｸｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 佐野　勲 710-0038 倉敷市 新田2527-6 086-424-3379 086-424-3383 岡山 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 下水道 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 地図の調製

測量等 更新 386 グリーン・コンサルタント㈱　九州営業所 ｸﾞﾘｰﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 小田　英昭 810-0074 福岡市 中央区大手門2-1-34 733-6055 781-3673 東京 32 土木設計 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 179 ㈱クリーンリサーチ ｸﾘｰﾝﾘｻｰﾁ 牧野　正則 814-0131 福岡市 城南区松山2-19-14 402-1141 402-1142 福岡 32 土木設計 下水道 上水道 道路

測量等 更新 234 グローバル・ライフ・サポート㈱ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ 日暮　光一郎 812-0024 福岡市 博多区鋼場町5-1 263-5665 263-5664 福岡 32 土木設計 都市計画・地方計画 その他 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 その他



512 糸島市一般（指名）競争入札有資格者名簿（測量等）（第１希望業種順） 令和3年9月1日（R3登録）
種別 新旧 受付番号 業者名 ﾖﾐｶﾞﾅ 代表者 郵便番号 市町村 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 本社 第１希望 1.業務種類 1-1.専門分野 1-2.専門分野 1-3.専門分野 第２希望 2.業務種類 2-1.専門分野 2-2.専門分野 2-3.専門分野
測量等 更新 50 ㈱ケー・シー・エス　九州支社 ｹｰｼｰｴｽ 松本　好史 812-0011 福岡市 博多区博多駅前1-4-4 472-4521 472-4542 東京 32 土木設計 都市計画・地方計画 道路

測量等 更新 90 ㈱建設環境研究所　九州支社 ｹﾝｾﾂｶﾝｷｮｳｹﾝｷｭｳｼｮ 豊國　法文 812-0023 福岡市 博多区奈良屋町2-1 271-6600 271-6565 東京 32 土木設計 その他 河川・砂防 造園 31 測量　 測量一般

測量等 更新 145 ㈱建設技術研究所　九州支社 ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 廣澤　遵 810-0041 福岡市 中央区大名2-4-12 714-6021 711-8316 東京 32 土木設計 下水道 河川・砂防 港湾及び空港

測量等 更新 282 ㈱建設技術センタ－ ｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂｾﾝﾀｰ 武末　博伸 812-0023 福岡市 博多区奈良屋町1-1 283-6610 283-6630 福岡 32 土木設計 その他 下水道 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 地図の調製

測量等 更新 180 玄洋技術㈱ ｹﾞﾝﾖｳｷﾞｼﾞｭﾂ 小池　朝幸 815-0033 福岡市 南区大橋4-16-18 553-6826 553-6827 福岡 32 土木設計 下水道 上水道 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 56 コア都市設計㈱ ｺｱﾄｼｾｯｹｲ 八尋　輝男 816-0901 大野城市 乙金東1-1-12 503-1313 503-1120 福岡 32 土木設計 道路 区画整理 下水道

測量等 更新 475 国土防災技術㈱　福岡営業所 ｺｸﾄﾞﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂ 中谷　紀行 812-0871 福岡市 博多区東雲町1-2-3 707-8431 707-8432 東京 32 土木設計 森林土木 河川・砂防 造園 34 地質調査 ボーリング

測量等 更新 441 ㈱吾水総合コンサルタント　福岡支店 ｺﾞｽｲｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 戸川　寛 812-0008 福岡市 博多区東光2-8-17 433-9400 433-9401 福岡 32 土木設計 下水道 鋼構造・コンクリート 上水道 31 測量　 測量一般

測量等 更新 265 ㈱五省コンサルタント ｺﾞｾｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 中川　雅登 812-0027 福岡市 博多区下川端町9-12 281-4210 281-4274 福岡 32 土木設計 港湾及び空港 その他 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般

測量等 更新 380 産業開発コンサルタント㈱ ｻﾝｷﾞｮｳｶｲﾊﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 力丸　明徳 812-0061 福岡市 東区筥松3-13-9 621-7118 621-7086 福岡 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 河川・砂防 34 地質調査 ボーリング CBR

測量等 更新 366 サンクスエンジニアリング㈱ ｻﾝｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 平山　基裕 812-0013 福岡市 博多区博多駅東2-8-11 433-7108 433-7109 福岡 32 土木設計 農業土木 下水道 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 1 サンコーコンサルタント㈱　九州支社 ｻﾝｺｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 里見　武彦 810-0802 福岡市 博多区中洲中島町2-3 271-2903 271-2906 東京 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 都市計画・地方計画 34 地質調査 ボーリング 水源調査 その他

測量等 更新 163 ㈱サンコンサル ｻﾝｺﾝｻﾙ 滿安　政幸 812-0888 福岡市 博多区板付2-5-4 582-1290 582-1291 福岡 32 土木設計 下水道 道路 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 地図の調製

測量等 更新 121 ㈱三水コンサルタント　西部支社 ｻﾝｽｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 住山　真 810-0801 福岡市 博多区中洲5-6-28 282-7050 282-7055 大阪 32 土木設計 下水道 上水道 廃棄物 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 100 ㈱三祐コンサルタンツ　九州支店 ｻﾝﾕｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 宮本　聖治 860-0041 熊本市 中央区細工町4-30-1 096-354-5226 096-354-8022 愛知 32 土木設計 農業土木 河川・砂防 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般

測量等 新規 187 ㈱三洋コンサルタント　福岡営業所 ｻﾝﾖｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 高丸　最光 812-0016 福岡市 博多区博多駅南3-5-35-401 483-9077 483-9078 福岡 32 土木設計 下水道 鋼構造・コンクリート 港湾及び空港 31 測量　 測量一般

測量等 更新 396 三洋テクノマリン㈱　九州支社 ｻﾝﾖｳﾃｸﾉﾏﾘﾝ 山地　定明 812-0022 福岡市 博多区神屋町10-15 283-1250 283-1255 東京 32 土木設計 河川・砂防 港湾及び空港 その他 31 測量　 測量一般 地図の調製 その他

測量等 更新 262 ジーアンドエスエンジニアリング㈱ ｼﾞｰｱﾝﾄﾞｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 児玉　和久 812-0007 福岡市 博多区東比恵3-24-9 481-3100 481-3130 福岡 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 農業土木 31 測量　 測量一般 地図の調製 その他

測量等 更新 470 ㈱ＣＴＩグランドプラニング ｼｰﾃｨｰｱｲｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ 石本　俊亮 810-0041 福岡市 中央区大名2-4-12 737-5333 737-1244 福岡 32 土木設計 河川・砂防 鋼構造・コンクリート 道路 31 測量　 測量一般 その他

測量等 更新 259 ㈱シーマコンサルタント ｼｰﾏｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 中島　観司 830‐0852 久留米市 高良内町2698‐30 0942‐41‐8133 0942‐41‐8117 福岡 32 土木設計 道路 下水道 農業土木 31 測量　 測量一般

測量等 更新 254 JR九州コンサルタンツ㈱ ｼﾞｪｲｱｰﾙｷｭｳｼｭｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 馬場　義文 812-0013 福岡市 博多区博多駅東1-1-14 413-1021 413-1022 福岡 32 土木設計 都市計画・地方計画 鋼構造・コンクリート 道路 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設備設計監理 その他

測量等 更新 302 ㈱ジェーエステック　九州支店 ｼﾞｪｰｴｽﾃｯｸ 鬼武　秀吉 830-0035 久留米市 東和町4-4 0942-36-6335 0942-30-0007 埼玉 32 土木設計 河川・砂防 下水道 鋼構造・コンクリート

測量等 更新 375 ジオ・サーチ㈱　九州事務所 ｼﾞｵｻｰﾁ 弘中　靖志 810-0001 福岡市 中央区天神3-4-7 717-1551 717-1561 東京 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート その他

測量等 更新 417 シビックアーツコンサルタント㈱ ｼﾋﾞｯｸｱｰﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 兼安　勝介 815-0032 福岡市 南区塩原4-5-29 555-4151 555-5693 福岡 32 土木設計 下水道 道路 河川・砂防 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 地図の調製

測量等 新規 409 ㈱島田組　九州支店 ｼﾏﾀﾞｸﾞﾐ 塩濱　浩之 839-0809 久留米市 東合川6-2-13 0942-64-9945 0942-64-9946 大阪 32 土木設計 造園 31 測量　 その他 測量一般 航空測量

測量等 更新 193 写測エンジニアリング㈱　福岡支店 ｼｬｿｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 冨永　正俊 812-0036 福岡市 博多区上呉服町11-16 282-7795 282-7797 大阪 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 造園 都市計画・地方計画 31 測量　 台帳整備（道路、上下水道等） 航空測量 住居表示

測量等 新規 343 ジャパンエンジニアリング㈱ ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 渡邊　正温 807-0801 北九州市 八幡西区本城5-1-14 093-693-1118 093-693-1011 福岡 32 土木設計 上水道 31 測量　 測量一般

測量等 更新 319 ㈱修復技術システム ｼｭｳﾌｸｷﾞｼﾞｭﾂｼｽﾃﾑ 小西　龍三郎 812-0023 福岡市 博多区奈良屋町5-10 282-4001 292-9572 福岡 32 土木設計 造園 都市計画・地方計画 33 建築設計 その他

測量等 更新 384 ㈱醇まちづくり技術研究所 ｼﾞｭﾝﾏﾁﾂﾞｸﾘｷﾞｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 横山　朋和 810-0004 福岡市 中央区渡辺通2-8-12 737-3923 737-3924 福岡 32 土木設計 都市計画・地方計画 33 建築設計 その他 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 65 ㈱祥栄設計 ｼｮｳｴｲｾｯｹｲ 大濱　祐一 806-0062 北九州市 八幡西区別当町25-3 093-642-0820 093-642-0821 福岡 32 土木設計 上水道 下水道 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 301 ㈱松栄都市設計事務所 ｼｮｳｴｲﾄｼｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 松田　和範 812-0023 福岡市 博多区奈良屋町14-20 262-2580 262-2560 福岡 32 土木設計 下水道 都市計画・地方計画 区画整理 31 測量　 測量一般

測量等 更新 431 昭和㈱　九州支社 ｼｮｳﾜ 相川　純一 812-0027 福岡市 博多区下川端町3-1 291-2560 291-2566 東京 32 土木設計 区画整理 都市計画・地方計画 宅地造成 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 航空測量

測量等 更新 85 ㈱昭和建設コンサルタント ｼｮｳﾜｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 宗　道昭 815-0031 福岡市 南区清水1-14-20 511-2600 511-2607 福岡 32 土木設計 上水道 道路 下水道 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 338 伸光コンサルタンツ㈱ ｼﾝｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 諌山　春行 811-1353 福岡市 南区柏原5-12-24 564-1115 564-1116 福岡 32 土木設計 道路 河川・砂防 下水道 31 測量　 測量一般 登記手続 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 152 ㈱新世コンソーシアム ｼﾝｾｲｺﾝｿｰｼｱﾑ 藤原　寛 811-1302 福岡市 南区井尻3-22-23 591-1161 501-1917 福岡 32 土木設計 道路 下水道 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償

測量等 新規 214 ㈱新日本技術コンサルタント ｼﾝﾆﾎﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 上野　竜哉 890-0034 鹿児島市 田上8-24-21 099-281-9143 099-281-2417 鹿児島 32 土木設計 港湾及び空港 鋼構造・コンクリート 河川・砂防 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 地図の調製

測量等 更新 61 ㈱スリーエヌ技術コンサルタント ｽﾘｰｴﾇｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 福澤　一博 812-0043 福岡市 博多区堅粕4-24-14ﾄｽﾃﾑﾋﾞﾙ4F 482-7800 482-7801 福岡 32 土木設計 道路 河川・砂防 下水道 31 測量　 測量一般

測量等 更新 314 ㈱精工コンサルタント　久留米支店 ｾｲｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 池田　一吉 839-0863 久留米市 国分町1324-6 0942-48-1964 0942-48-1965 佐賀 32 土木設計 道路 河川・砂防 鋼構造・コンクリート 34 地質調査 ボーリング CBR

測量等 更新 459 ㈱西部技術コンサルタント ｾｲﾌﾞｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 松尾　涼二 812-0016 福岡市 博多区博多駅南4-18-12 437-5711 437-5712 福岡 32 土木設計 都市計画・地方計画 鋼構造・コンクリート 道路 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 447 ㈱センク２１　九州事務所 ｾﾝｸﾆｼﾞｭｳｲﾁ 大岡　達也 812-0013 福岡市 博多区博多駅東2-4-15 441-1009 411-4514 東京 32 土木設計 港湾及び空港 河川・砂防 鋼構造・コンクリート

測量等 更新 488 セントラルコンサルタント㈱　九州支社 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 小川　一郎 812-0013 福岡市 博多区博多駅東2-14-1 432-5385 432-5386 東京 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 河川・砂防 31 測量　 測量一般

測量等 新規 353 ㈱総合設計研究所　九州事務所 ｿｳｺﾞｳｾｯｹｲｹﾝｷｭｳｼｮ 松山　美子 810-0022 福岡市 中央区薬院4-1-10 526-8491 526-9190 東京 32 土木設計 造園 都市計画・地方計画

測量等 更新 437 ㈱第一技術コンサルタント ﾀﾞｲｲﾁｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 鳥飼　宣裕 815-0036 福岡市 南区筑紫丘2-6-11 554-1773 542-1776 福岡 32 土木設計 下水道 上水道 道路 31 測量　 測量一般 地図の調製 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 31 第一総合技術㈱ ﾀﾞｲｲﾁｿｳｺﾞｳｷﾞｼﾞｭﾂ 佐藤　幸一 812-0894 福岡市 博多区諸岡1-7-25 573-4511 573-4513 福岡 32 土木設計 道路 河川・砂防 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 420 第一復建㈱ ﾀﾞｲｲﾁﾌｯｹﾝ 藤山　勤 812-0006 福岡市 博多区上牟田1-17-9 412-2230 412-2240 福岡 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 下水道 港湾及び空港 34 地質調査 ボーリング 水源調査 CBR

測量等 更新 306 ㈱大建 ﾀﾞｲｹﾝ 松尾　憲親 814-0031 福岡市 早良区南庄2-9-12 851-3900 851-3947 福岡 32 土木設計 都市計画・地方計画 道路 河川・砂防 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 206 大日本コンサルタント㈱　九州支社 ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 友光　宏実 812-0007 福岡市 博多区東比恵4-2-10 289-1840 289-1845 東京 32 土木設計 都市計画・地方計画 道路 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般 地図の調製 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 288 ㈱太平設計　福岡事務所 ﾀｲﾍｲｾｯｹｲ 白石　幸春 812-0054 福岡市 東区馬出1-21-18-205 292-6315 292-6415 福岡 32 土木設計 上水道 道路 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 359 ㈱ダイヤコンサルタント　九州支社 ﾀﾞｲﾔｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 中村　勧 812-0044 福岡市 博多区千代5-3-19 645-1287 645-1281 東京 32 土木設計 下水道 港湾及び空港 道路 34 地質調査 ボーリング 水源調査

測量等 更新 506 太洋建設コンサルタント㈱ ﾀｲﾖｳｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 有田　司 814-0123 福岡市 城南区長尾3-29-27 526-4858 526-4859 福岡 32 土木設計 下水道 道路 都市計画・地方計画 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 221 ㈱タイヨー設計 ﾀｲﾖｰｾｯｹｲ 中尾　史朗 839-0841 久留米市 御井旗崎1-3-4 0942-41-1717 0942-41-1720 福岡 32 土木設計 上水道 下水道 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般

測量等 更新 229 大和コンサル㈱　福岡営業所 ﾀﾞｲﾜｺﾝｻﾙ 里　博之 812-0016 福岡市 博多区博多駅南1-7-16 ｵｰﾘﾝ7号 483-3523 436-5838 福岡 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 下水道 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 60 ㈱高崎総合コンサルタント　福岡事務所 ﾀｶｻｷｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 猪川　靖喜 811-1343 福岡市 南区和田1-19-6 554-5125 554-5126 福岡 32 土木設計 農業土木 鋼構造・コンクリート 道路 31 測量　 測量一般 航空測量 地図の調製

測量等 更新 344 ㈱拓研コンサルタント ﾀｸｹﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中　正也 814-0021 福岡市 早良区荒江2-6-37 843-0188 843-0195 福岡 32 土木設計 区画整理 下水道 都市計画・地方計画 31 測量　 測量一般

測量等 更新 290 タナベ環境工学㈱　福岡支社 ﾀﾅﾍﾞｶﾝｷｮｳｺｳｶﾞｸ 大石　直康 812-0064 福岡市 東区松田3-1-20 622-4781 622‐4810 大分 32 土木設計 その他 36 諸調査 計量証明（環境）

測量等 更新 333 玉野総合コンサルタント㈱　九州支店 ﾀﾏﾉｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 羽生　誠一郎 812-0007 福岡市 博多区東比恵1-2-12 451-6141 481-3514 愛知 32 土木設計 都市計画・地方計画 造園 区画整理 31 測量　 航空測量 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 86 ダン技術設計㈱ ﾀﾞﾝｷﾞｼﾞｭﾂｾｯｹｲ 小玉　純士 815-0032 福岡市 南区塩原3-8-28 408-8821 408-8820 福岡 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 河川・砂防 31 測量　 測量一般

測量等 更新 13 ㈱中央技術コンサルタンツ　福岡支店 ﾁｭｳｵｳｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 天辰　和弘 812-0016 福岡市 博多区博多駅南1-3-1 473-8853 473-8854 東京 32 土木設計 港湾及び空港 鋼構造・コンクリート 河川・砂防 31 測量　 測量一般 航空測量 地図の調製



512 糸島市一般（指名）競争入札有資格者名簿（測量等）（第１希望業種順） 令和3年9月1日（R3登録）
種別 新旧 受付番号 業者名 ﾖﾐｶﾞﾅ 代表者 郵便番号 市町村 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 本社 第１希望 1.業務種類 1-1.専門分野 1-2.専門分野 1-3.専門分野 第２希望 2.業務種類 2-1.専門分野 2-2.専門分野 2-3.専門分野
測量等 更新 507 中央コンサルタンツ㈱　福岡支店 ﾁｭｳｵｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 藤本　隆史 812-0039 福岡市 博多区冷泉町2-1 271-2541 271-2540 愛知 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 都市計画・地方計画 31 測量　 測量一般

測量等 更新 389 中央復建コンサルタンツ㈱　九州支社 ﾁｭｳｵｳﾌｯｹﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 西垣　勝俊 812-0038 福岡市 博多区祇園町4-61 282-0441 282-0364 大阪 32 土木設計 鋼構造・コンクリート その他 道路 34 地質調査 ボーリング 水源調査

測量等 更新 155 ㈱長大　福岡支社 ﾁｮｳﾀﾞｲ 笠井　茂夫 810-0004 福岡市 中央区渡辺通1-1-1 737-8361 737-8371 東京 32 土木設計 都市計画・地方計画 鋼構造・コンクリート 道路 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 耐力度調査・診断

測量等 更新 477 ㈱長大テック　福岡支店 ﾁｮｳﾀﾞｲﾃｯｸ 松本　幸生 810-0004 福岡市 中央区渡辺通1-1-1 737-8575 737-8376 東京 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 504 ㈱千代田コンサルタント　九州支店 ﾁﾖﾀﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 白地　千松 812-0018 福岡市 博多区住吉2-2-1 262-0770 262-0766 東京 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 都市計画・地方計画 31 測量　 測量一般

測量等 更新 32 ㈱テクノ ﾃｸﾉ 中園　孝一 839-0809 久留米市 東合川3-1-21 0942-44-8700 0942-44-9070 福岡 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 農業土木 35 補償 土地・建物損失補償

測量等 更新 109 ㈱デザインリンク ﾃﾞｻﾞｲﾝﾘﾝｸ 吉村　直道 815-0035 福岡市 南区向野2-15-29-106 557-4403 557-4413 福岡 32 土木設計 造園 道路

測量等 更新 144 東亜建設技術㈱ ﾄｳｱｹﾝｾﾂｷﾞｼﾞｭﾂ 藤田　茂久 819-0046 福岡市 西区西の丘1-7-1 892-7710 892-7731 福岡 32 土木設計 都市計画・地方計画 道路 鋼構造・コンクリート 31 測量　 航空測量 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 428 ㈱東亜建設コンサルタント　福岡支店 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 野田　栄吉 812-0013 福岡市 博多区博多駅東3-10-15 482-6287 482-6301 熊本 32 土木設計 農業土木 鋼構造・コンクリート 道路 34 地質調査 ボーリング 水源調査 その他

測量等 更新 363 ㈱東亜コンサルタント ﾄｳｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 松延　岳志 812-0007 福岡市 博多区東比恵3-28-10 415-1313 431-5331 福岡 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 下水道 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 503 東亜コンサルタント㈱　福岡支店 ﾄｳｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 中濃　耕司 812-0013 福岡市 博多区博多駅東3-12-24　博多駅東ＱＲビル10階 986-2639 986-2644 大分 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 河川・砂防 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償

測量等 新規 400 ㈱東京久栄　九州支店 ﾄｳｷｮｳｷｭｳｴｲ 池田　賢一 810-0072 福岡市 中央区長浜1-3-4 712-6208 714-5658 東京 32 土木設計 港湾及び空港 河川・砂防 その他 36 諸調査 計量証明（環境）

測量等 更新 63 ㈱東京建設コンサルタント　九州支社 ﾄｳｷｮｳｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 桑原　洋一 812-0016 福岡市 博多区博多駅南2-12-3 432-8000 432-8008 東京 32 土木設計 河川・砂防 電気電子 鋼構造・コンクリート

測量等 更新 415 ㈱東京設計事務所　九州支社 ﾄｳｷｮｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 茶村　皇史 812-0011 福岡市 博多区博多駅前2-20-1大博多ビル 411-1566 475-2715 東京 32 土木設計 下水道 上水道 鋼構造・コンクリート 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 構造設計 建築設備設計監理

測量等 更新 240 ㈱東光コンサルタンツ　九州支店 ﾄｳｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 藤縄　寛 812-0007 福岡市 博多区東比恵3-12-16 472-3323 472-3327 東京 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 港湾及び空港 道路 31 測量　 測量一般 航空測量

測量等 更新 133 東日設計コンサルタント㈱九州支店 ﾄｳﾆﾁｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 下部　順一 812-0011 福岡市 博多区博多駅前4-36-32　N・Sハカタビル４階 260-7250 260-7258 岩手 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 河川・砂防

測量等 更新 275 藤福システム㈱ ﾄｳﾌｸｼｽﾃﾑ 永吉　優治 810-0001 福岡市 中央区天神3-10-32-603 713-1122 713-1152 福岡 32 土木設計 道路 河川・砂防 下水道 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 住居表示

測量等 更新 53 ㈱東洋技術コンサルタンツ ﾄｳﾖｳｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 髙木　泰宏 810-0014 福岡市 中央区平尾2-9-8 525-8383 521-3033 福岡 32 土木設計 下水道 上水道 道路 31 測量　 測量一般 航空測量 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 258 ㈱東和テクノロジー　九州支店 ﾄｳﾜﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 水江　安次郎 812-0016 福岡市 博多区博多駅南2-9-11 432-4311 432-4320 広島 32 土木設計 廃棄物 31 測量　 測量一般

測量等 更新 397 ㈱トーニチコンサルタント　九州支店 ﾄｰﾆﾁｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 中原　信弘 812-0011 福岡市 博多区博多駅前2-6-10 686-7300 686-7305 東京 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 都市計画・地方計画 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 4 ㈱トキワ・シビル ﾄｷﾜｼﾋﾞﾙ 松永　幸一郎 812-0882 福岡市 博多区麦野1-22-3 571-3737 591-1955 福岡 32 土木設計 上水道 下水道 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 250 ㈱都市環境研究所　九州事務所 ﾄｼｶﾝｷｮｳｹﾝｷｭｳｼｮ 赤松　悟 812-0024 福岡市 博多区綱場町5-15 263-7848 263-7839 東京 32 土木設計 都市計画・地方計画

測量等 更新 190 都市企画センタ－㈱ ﾄｼｷｶｸｾﾝﾀｰ 尾川　昇 815-0074 福岡市 南区寺塚1-15-9 552-5145 552-5146 福岡 32 土木設計 下水道 都市計画・地方計画 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 159 ㈱都市・計画・設計研究所　福岡事務所 ﾄｼｹｲｶｸｾｯｹｲｹﾝｷｭｳｼｮ 木原　満男 810-0002 福岡市 中央区西中洲12-25 731-2308 712-3184 兵庫 32 土木設計 都市計画・地方計画 造園 区画整理 33 建築設計 建築設備設計監理

測量等 更新 452 ㈱都市プラン九州 ﾄｼﾌﾟﾗﾝｷｭｳｼｭｳ 橋本　信幸 812-0028 福岡市 博多区須崎町5-10 262-0825 262-0715 福岡 32 土木設計 都市計画・地方計画

測量等 更新 198 内外エンジニアリング㈱　福岡支社 ﾅｲｶﾞｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 田上　秀彦 812-0016 福岡市 博多区博多駅南3-20-3 431-2851 451-5027 京都 32 土木設計 農業土木 下水道 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般

測量等 更新 341 中日本建設コンサルタント㈱　九州事務所 ﾅｶﾆﾎﾝｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 梶原　朋成 812-0016 福岡市 博多区博多駅南1-4-4 260-1637 260-1638 愛知 32 土木設計 下水道 廃棄物 上水道 34 地質調査 ボーリング

測量等 更新 231 ㈱中庭測量コンサルタント　福岡支社 ﾅｶﾆﾜｿｸﾘｮｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 関屋　保澄 810-0011 福岡市 中央区高砂2-6-4 523-8260 534-1487 東京 32 土木設計 区画整理 都市計画・地方計画 造園 31 測量　 航空測量 測量一般 地図の調製

測量等 更新 354 西技工業㈱ ﾆｼｷﾞｺｳｷﾞｮｳ 田﨑　佳夫 810-0004 福岡市 中央区渡辺通2-9-22 711-8811 711-8842 福岡 32 土木設計 鋼構造・コンクリート その他 33 建築設計 建築物点検 建築設備点検 建築設備設計監理

測量等 更新 421 西鉄シー・イー・コンサルタント㈱ ﾆｼﾃﾂｼｰｲｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中　敬太郎 815-0033 福岡市 南区大橋2-8-1 235-9140 235-9150 福岡 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 下水道 31 測量　 測量一般

測量等 更新 469 西日本技術開発㈱ ﾆｼﾆﾎﾝｷﾞｼﾞｭﾂｶｲﾊﾂ 中村　明 810-0004 福岡市 中央区渡辺通1-1-1 781-2833 781-9569 福岡 32 土木設計 下水道 道路 鋼構造・コンクリート 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 その他

測量等 更新 176 西日本建技㈱ ﾆｼﾆﾎﾝｹﾝｷﾞ 毛利　哲也 812-0013 福岡市 博多区博多駅東1-13-6 441-7676 441-1005 福岡 32 土木設計 道路 下水道 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般

測量等 更新 357 ㈱西日本測量設計 ﾆｼﾆﾎﾝｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 楢原　慎一 830-0051 久留米市 南1-14-11 0942-32-2323 0942-32-2364 福岡 32 土木設計 下水道 道路 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般

測量等 更新 30 日米電子㈱ ﾆﾁﾍﾞｲﾃﾞﾝｼ 湯淺　米男 810-0013 福岡市 中央区大宮1-3-10 522-3163 522-0295 福岡 32 土木設計 電気電子

測量等 更新 490 日化エンジニアリング㈱　九州支社 ﾆｯｶｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 田口　清隆 812-0013 福岡市 博多区博多駅東2-6-26 473-9069 474-3963 大阪 32 土木設計 農業土木 31 測量　 測量一般

測量等 更新 120 ㈱日建技術コンサルタント　九州支社 ﾆｯｹﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 藤島　義久 812-0024 福岡市 博多区綱場町8-23朝日生命福岡昭和通ﾋﾞﾙ 263-5250 263-5257 大阪 32 土木設計 下水道 上水道 廃棄物 31 測量　 台帳整備（道路、上下水道等） 航空測量 測量一般

測量等 更新 305 ㈱日航コンサルタント　九州支社 ﾆｯｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 佐々木　大治 810-0053 福岡市 中央区鳥飼1-5-15 791-4812 791-4810 広島 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 河川・砂防 下水道 31 測量　 測量一般 航空測量 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 502 ㈱日産技術コンサルタント　九州事務所 ﾆｯｻﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 濱岡　陽介 812-0013 福岡市 博多区博多駅東1-18-25 451-7521 451-7572 大阪 32 土木設計 下水道 廃棄物 上水道 34 地質調査 ボーリング

測量等 更新 345 ㈱日新技術コンサルタント　九州事務所 ﾆｯｼﾝｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 今林　寛之 812-0013 福岡市 博多区博多駅東2-9-13 411-9720 411-9750 東京 32 土木設計 上水道 下水道 31 測量　 測量一般

測量等 更新 156 ㈱日水コン　九州支所 ﾆｯｽｲｺﾝ 野田　達也 812-0038 福岡市 博多区祇園町7-20 282-1354 282-1358 東京 32 土木設計 上水道 下水道 河川・砂防 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 73 ㈱日設コンサルタント ﾆｯｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 伊藤　純仁 812-0035 福岡市 博多区中呉服町1-22 262-2377 262-2388 福岡 32 土木設計 河川・砂防 鋼構造・コンクリート 農業土木 31 測量　 測量一般 地図の調製 登記手続

測量等 更新 49 日鉄鉱コンサルタント㈱　九州本社 ﾆｯﾃﾂｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 牧野　隆吾 812-0013 福岡市 博多区博多駅東2-6-23 451-6467 414-2826 東京 32 土木設計 下水道 河川・砂防 道路 34 地質調査 ボーリング その他 CBR

測量等 更新 95 ㈱日東技術コンサルタント ﾆｯﾄｳｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 松原　良樹 815-0037 福岡市 南区玉川町13-28 403-0530 403-0533 福岡 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 下水道 31 測量　 測量一般 航空測量 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 442 ㈱日本インシーク　九州支店 ﾆﾎﾝｲﾝｼｰｸ 古澤　清治 812-0011 福岡市 博多区博多駅前1-9-3 433-2771 433-2773 大阪 32 土木設計 下水道 上水道 河川・砂防 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 航空測量

測量等 更新 365 日本インフラマネジメント㈱　九州支店 ﾆﾎﾝｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 中山　勝 812-0011 福岡市 博多区博多駅前4-8-15 402-0501 402-0502 岡山 32 土木設計 道路 河川・砂防 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般 地図の調製 航空測量

測量等 更新 509 日本海洋コンサルタント㈱　九州事務所 ﾆﾎﾝｶｲﾖｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 村永　努 810-0041 福岡市 中央区大名1-4-1 771-7897 716-1940 東京 32 土木設計 港湾及び空港 河川・砂防 その他 31 測量　 測量一般

測量等 更新 405 （一財）日本環境衛生センター　西日本支局 ﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳｴｲｾｲｾﾝﾀｰ 野田　誠一郎 816-0943 大野城市 白木原3-5-11 593-8225 572-1218 神奈川 32 土木設計 廃棄物 その他 31 測量　 測量一般

測量等 更新 5 (一財)日本気象協会　九州支社 ﾆﾎﾝｷｼｮｳｷｮｳｶｲ 藏田　英之 814-0002 福岡市 早良区西新1-10-27 833-8721 833-8722 東京 32 土木設計 道路 河川・砂防 その他 36 諸調査 計量証明（環境）

測量等 更新 439 日本工営㈱　福岡支店 ﾆﾎﾝｺｳｴｲ 渡邊　俊光 812-0007 福岡市 博多区東比恵1-2-12 475-7131 475-7135 東京 32 土木設計 下水道 都市計画・地方計画 河川・砂防 34 地質調査 ボーリング 水源調査

測量等 更新 47 ㈱日本港湾ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　九州支店 ﾆﾎﾝｺｳﾜﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 笹部　剛男 812-0013 福岡市 博多区博多駅東3-13-28 482-0345 482-0425 東京 32 土木設計 港湾及び空港 河川・砂防 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 航空測量

測量等 更新 427 ㈱日本水工コンサルタント　久留米営業所 ﾆﾎﾝｽｲｺｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田中　一雄 830-0047 久留米市 津福本町564-7 0942-31-8631 0942-31-8639 埼玉 32 土木設計 下水道 農業土木 上水道 31 測量　 測量一般

測量等 更新 373 日本水工設計㈱　九州支社 ﾆﾎﾝｽｲｺｳｾｯｹｲ 上水流　宏美 812-0013 福岡市 博多区博多駅東2-13-34 451-6528 472-1799 東京 32 土木設計 下水道 上水道 廃棄物 31 測量　 測量一般

測量等 更新 382 ㈱日本電子 ﾆﾎﾝﾃﾞﾝｼ 梅本　享祐 811-1303 福岡市 南区折立町5-59 582-0511 592-4600 福岡 32 土木設計 電気電子

測量等 更新 304 日本都市技術㈱　西日本支社 ﾆﾎﾝﾄｼｷﾞｼﾞｭﾂ 堀川　博利 812-0011 福岡市 博多区博多駅前1-4-1 433-4700 433-4706 東京 32 土木設計 区画整理 都市計画・地方計画 造園 35 補償 その他 土地・建物損失補償 営業・特殊補償

測量等 更新 336 日本ミクニヤ㈱　九州支店 ﾆﾎﾝﾐｸﾆﾔ 西本　英明 812-0015 福岡市 博多区山王2-9-3 481-3928 481-3938 神奈川 32 土木設計 港湾及び空港 河川・砂防 その他 31 測量　 測量一般

測量等 更新 307 ㈱ニュージェック　九州支店 ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ 吉野　正一 812-0013 福岡市 博多区博多駅東二丁目14-1 402-0251 402-0252 大阪 32 土木設計 下水道 上水道 鋼構造・コンクリート 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 耐力度調査・診断

測量等 更新 444 パシフィックコンサルタンツ㈱　九州支社 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 中野　卓朗 812-0012 福岡市 博多区博多駅中央街7-21 418-8020 418-8030 東京 32 土木設計 都市計画・地方計画 下水道 上水道 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設備設計監理 構造設計

測量等 新規 364 (株)八光設計 ﾊｯｺｳｾｯｹｲ 德永　一也 850-0041 長崎市 浜平1-8-20 095-811-2013 095-811-2023 長崎 32 土木設計 その他 33 建築設計 建築設備設計監理 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A



512 糸島市一般（指名）競争入札有資格者名簿（測量等）（第１希望業種順） 令和3年9月1日（R3登録）
種別 新旧 受付番号 業者名 ﾖﾐｶﾞﾅ 代表者 郵便番号 市町村 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 本社 第１希望 1.業務種類 1-1.専門分野 1-2.専門分野 1-3.専門分野 第２希望 2.業務種類 2-1.専門分野 2-2.専門分野 2-3.専門分野
測量等 更新 474 福岡建設コンサルタント㈱ ﾌｸｵｶｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 宮本　朋忠 812-0894 福岡市 博多区諸岡1-7-25 591-2992 591-2274 福岡 32 土木設計 上水道 鋼構造・コンクリート 下水道 31 測量　 測量一般

測量等 更新 435 福岡県土地改良事業団体連合会 ﾌｸｵｶｹﾝﾄﾁｶｲﾘｮｳｼﾞｷﾞｮｳﾀﾞﾝﾀｲﾚﾝｺﾞｳ 新川　久三 812-0044 福岡市 博多区千代4-4-28 642-1881 642-1886 福岡 32 土木設計 農業土木 31 測量　 測量一般

測量等 更新 296 福岡水道設計㈱ ﾌｸｵｶｽｲﾄﾞｳｾｯｹｲ 待鳥　昌光 812-0016 福岡市 博多区博多駅南3-22-2 475-8820 475-8865 福岡 32 土木設計 下水道 上水道 道路 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 23 ㈱福山コンサルタント ﾌｸﾔﾏｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 福島　宏治 812-0013 福岡市 博多区博多駅東3-6-18 471-0211 471-0333 福岡 32 土木設計 都市計画・地方計画 道路 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般

測量等 更新 102 ㈱富士総合技術コンサルタント ﾌｼﾞｿｳｺﾞｳｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 水摩　陵 813-0002 福岡市 東区下原1-15-20 672-2661 410-3665 福岡 32 土木設計 上水道 下水道 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 新規 331 ㈱フジヤマ　福岡支店 ﾌｼﾞﾔﾏ 藤山　直也 812-0877 福岡市 博多区元町1-7-12-201 558-7910 558-7912 静岡 32 土木設計 造園 都市計画・地方計画 鋼構造・コンクリート 31 測量　 航空測量 測量一般 地図の調製

測量等 更新 367 ㈱フタバ設計 ﾌﾀﾊﾞｾｯｹｲ 二場　安之 812-0887 福岡市 博多区三筑1-6-14 591-6903 591-6905 福岡 32 土木設計 河川・砂防 鋼構造・コンクリート 農業土木 31 測量　 測量一般

測量等 更新 252 ㈱復建エンジニヤリング　福岡支社 ﾌｯｹﾝｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 森脇　亨 810-0041 福岡市 中央区大名2-12-15 716-6262 716-6361 東京 32 土木設計 都市計画・地方計画 道路 鋼構造・コンクリート

測量等 更新 498 復建調査設計㈱　九州支社 ﾌｯｹﾝﾁｮｳｻｾｯｹｲ 後藤　正孝 812-0013 福岡市 博多区博多駅東3-12-24 471-8324 415-3751 広島 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 都市計画・地方計画 34 地質調査 ボーリング その他

測量等 更新 242 ㈱不動エンジニアリング ﾌﾄﾞｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 石橋　保英 812-0874 福岡市 博多区光丘町2-2-20 572-2038 571-1783 福岡 32 土木設計 下水道 上水道 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 137 冨洋設計㈱　九州支社 ﾌﾖｳｾｯｹｲ 横路　健一 810-0001 福岡市 中央区天神5-7-3 781-0336 781-8348 東京 32 土木設計 上水道 下水道 農業土木 31 測量　 測量一般

測量等 更新 451 豊栄コンサルタント㈱ ﾎｳｴｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 佐々木　洋一 812-0002 福岡市 博多区空港前2-3-18 612-6591 612-6592 福岡 32 土木設計 農業土木 下水道 道路 31 測量　 測量一般

測量等 更新 122 マサキ測量設計㈱ ﾏｻｷｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 河野　隆裕 822-0001 直方市 大字感田720-1 0949-26-8012 0949-26-8013 福岡 32 土木設計 道路 下水道 農業土木 31 測量　 測量一般 登記手続 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 201 ㈱間瀬コンサルタント　福岡支店 ﾏｾｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 後田　淳 812-0013 福岡市 博多区博多駅東2-6-28 471-6610 471-6627 東京 32 土木設計 下水道 上水道 道路 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 その他

測量等 更新 235 ㈱松尾設計　福岡事務所 ﾏﾂｵｾｯｹｲ 森　一徳 815-0084 福岡市 南区市崎1-2-8-203 534-1481 534-1482 福岡 32 土木設計 下水道 上水道 鋼構造・コンクリート 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 450 ㈱溝田設計事務所　福岡営業所 ﾐｿﾞﾀｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 坂田　道夫 813-0042 福岡市 東区舞松原2-20-10 710‐2305 710-2306 福岡 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 河川・砂防 31 測量　 測量一般

測量等 更新 20 三井共同建設コンサルタント㈱　九州支社 ﾐﾂｲｷｮｳﾄﾞｳｹﾝｾﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 後藤　元樹 812-0013 福岡市 博多区博多駅東2-14-1 441-3872 473-7789 東京 32 土木設計 下水道 河川・砂防 造園 31 測量　 測量一般

測量等 更新 227 明治コンサルタント㈱　九州支店 ﾒｲｼﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 秋元　暢亮 812-0013 福岡市 博多区博多駅東3-6-3 415-2500 414-5015 北海道 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 河川・砂防 34 地質調査 ボーリング その他 CBR

測量等 更新 37 メック㈱ ﾒｯｸ 髙木　寬 814-0001 福岡市 早良区百道浜2-3-33 821-7447 821-7444 福岡 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 下水道 河川・砂防

測量等 更新 189 ㈱森緑地設計事務所　福岡事務所 ﾓﾘﾘｮｸﾁｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 今泉　智之 812-0044 福岡市 博多区千代4-29-46 633-3101 633-3102 東京 32 土木設計 造園 都市計画・地方計画

測量等 更新 461 八千代エンジニヤリング㈱　九州支店 ﾔﾁﾖｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 眞間　修一 810-0062 福岡市 中央区荒戸2-1-5 751-1431 725-0581 東京 32 土木設計 都市計画・地方計画 廃棄物 区画整理 34 地質調査 ボーリング 水源調査 CBR

測量等 更新 110 ㈱唯設計事務所 ﾕｲｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 長濱　俊 812-0011 福岡市 博多区博多駅前2-7-14 475-6880 475-3688 福岡 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 河川・砂防 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 航空測量

測量等 更新 436 ㈱ＵＲﾘﾝｹｰｼﾞ　九州支社 ﾕｰｱｰﾙﾘﾝｹｰｼﾞ 安川　弘 810-0001 福岡市 中央区天神3-9-33 713-9309 713-9299 東京 32 土木設計 都市計画・地方計画 道路 その他 33 建築設計 その他 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 耐力度調査・診断

測量等 更新 484 ㈱U・T・エンジニアリング ﾕｰﾃｨｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 原口　照章 812-0016 福岡市 博多区博多駅南2-8-35 475-5005 475-1574 福岡 32 土木設計 道路 鋼構造・コンクリート 下水道 31 測量　 測量一般

測量等 更新 2 ㈱よかネット ﾖｶﾈｯﾄ 山辺　眞一 810-0802 福岡市 博多区中洲中島町3-8 283-2121 283-2128 福岡 32 土木設計 都市計画・地方計画 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 316 ㈱ランドプラン ﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾗﾝ 杉田　哲郎 811-1313 福岡市 南区日佐5-15-24 574-0881 574-0881 福岡 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 道路 上水道

測量等 更新 260 ランドブレイン㈱　福岡事務所 ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾚｲﾝ 堀口　悟 810-0001 福岡市 中央区天神4-8-25 714-4768 714-1437 東京 32 土木設計 造園 都市計画・地方計画 道路 33 建築設計 その他 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 耐力度調査・診断

測量等 更新 143 ㈱緑景　九州事務所 ﾘｮｸｹｲ 平地　隆仁 810-0001 福岡市 中央区天神2-14-38 713-8765 713-8759 大阪 32 土木設計 造園 都市計画・地方計画 その他 31 測量　 測量一般

測量等 更新 142 ㈱ワールドプランニング　福岡支店 ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 鹿毛　伸男 818-0103 太宰府市 朱雀5-5-23 918-2001 918-2002 福岡 32 土木設計 下水道 31 測量　 測量一般

測量等 更新 108 ㈱アービカルネット ｱｰﾋﾞｶﾙﾈｯﾄ 新田　裕司 810-0041 福岡市 中央区大名2-4-30 725-0801 725-0802 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 32 土木設計 都市計画・地方計画 造園 宅地造成

測量等 更新 387 ㈱アール・アイ・エー　九州支社 ｱｰﾙｱｲｴｰ 鷲田　靖之 812-0011 福岡市 博多区博多駅前1-21-28 483-6271 483-6270 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 32 土木設計 都市計画・地方計画

測量等 更新 26 ㈱あい設計　九州支社 ｱｲｾｯｹｲ 前田　隆志 810-0011 福岡市 中央区高砂1-11-1　福岡ゼネラルビル5F 526-4766 533-1050 広島 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 耐力度調査・診断

測量等 更新 172 ㈱アクシス ｱｸｼｽ 金子　広介 819-0052 福岡市 西区下山門4-12-20 881-4098 881-8372 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A

測量等 更新 88 旭防災設備㈱　九州支店 ｱｻﾋﾎﾞｳｻｲｾﾂﾋﾞ 内田一豪 812-0007 福岡市 博多区東比恵3-16-14 437-2525 437-2555 東京 33 建築設計 建築物点検 建築設備点検 その他 36 諸調査 その他 上下水道管調査 電気通信設備設計調査

測量等 更新 253 ㈱アスク設計 ｱｽｸｾｯｹｲ 田中　孝秀 828－0021 豊前市 大字八屋1648-11 0979-82-5554 0979-82-5483 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設備設計監理 31 測量　 測量一般

測量等 更新 395 ㈱梓設計　九州支社 ｱｽﾞｻｾｯｹｲ 渡邊　誠 810-0004 福岡市 中央区渡辺通5-23-8 713-0311 771-2583 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設備設計監理 32 土木設計 都市計画・地方計画 港湾及び空港

測量等 更新 208 アトリエＢＢＳ㈱ ｱﾄﾘｴﾋﾞｲﾋﾞｲｴｽ 原　恵子 812-0017 福岡市 博多区美野島2-1-31 483-2003 483-2030 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設備設計監理

測量等 新規 268 ㈱荒木総合計画事務所 ｱﾗｷｿｳｺﾞｳｹｲｶｸｼﾞﾑｼｮ 荒木　恒介 830-0062 久留米市 荒木町白口1593-1 0942-27-1589 0942-27-1618 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築物点検

測量等 更新 112 ㈲蟻設備設計事務所 ｱﾘｾﾂﾋﾞｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 白水　望 819-0015 福岡市 西区愛宕1-15-19-202 891-3031 891-3039 福岡 33 建築設計 建築設備設計監理

測量等 更新 228 ㈱蟻ノ塔設計事務所 ｱﾘﾉﾄｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 福井　潤 810-0024 福岡市 中央区桜坂3-8-1 711-0821 711-9498 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 構造設計

測量等 更新 158 ㈱阿波設計事務所　九州支店 ｱﾜｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 木下　哲矢 812-0013 福岡市 博多区博多駅東3-10-15 260-8868 260-8869 大阪 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 耐力度調査・診断

測量等 更新 129 ㈱石本建築事務所　九州オフィス ｲｼﾓﾄｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 上川　滋 812-0001 福岡市 中央区天神4-6-7天神クリスタルビル 235-2760 235-2770 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 32 土木設計 都市計画・地方計画

測量等 更新 104 一級建築士事務所　ユノキ設計 ｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮﾕﾉｷｾｯｹｲ 柚木　利道 819-1124 糸島市 加布里6-2-18 323-6457 324-1934 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 82 怡土苑総合設計事務所 ｲﾄｴﾝｿｳｺﾞｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 楢林　馨 819-1561 糸島市 曽根120-15 324-1622 324-1855 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 128 ㈱稲永建築設計 ｲﾅﾅｶﾞｹﾝﾁｸｾｯｹｲ 重松　光明 811-1362 福岡市 南区長住1-7-27 561-1081 561-1085 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設備設計監理

測量等 更新 370 ㈱ウチダテクノ ｳﾁﾀﾞﾃｸﾉ 五木田　行男 135-0042 東京都 江東区木場2-17-16ビサイド木場1F 03-5931-8507 03-5931-8510 東京 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 18 ㈲梅野設計 ｳﾒﾉｾｯｹｲ 梅野　克成 839-0801 久留米市 宮ノ陣4-29-11 0942-35-2381 0942-35-2382 福岡 33 建築設計 建築設備設計監理 建築設備点検

測量等 更新 40 ㈱エコーテック ｴｺｰﾃｯｸ 江村　和広 812-0034 福岡市 博多区下呉服町6-5 282-4131 282-4135 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 32 土木設計 電気電子

測量等 更新 21 ㈱エスティ設計 ｴｽﾃｨｾｯｹｲ 庄司　雅之 810-0074 福岡市 中央区大手門2-3-11 771-9194 771-9198 福岡 33 建築設計 建築設備設計監理 建築設備点検 36 諸調査 電気通信設備設計調査

測量等 更新 310 ㈲エヌ・ケイ・エス・アーキテクツ ｴﾇｹｲｴｽｱｰｷﾃｸﾂ 末廣　宣子 810-0001 福岡市 中央区天神4-5-17-2F 731-8558 731-8559 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 107 ㈱ＮＴＴファシリティーズ　九州支店 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 粟野　治 812-0011 福岡市 博多区博多駅前1-17-21 436-8118 418-1320 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設備設計監理 耐力度調査・診断

測量等 更新 27 ㈱エネ・グリーン九州支社 ｴﾈｸﾞﾘｰﾝ 中村　篤史 810-0011 福岡市 中央区高砂1-11-1 526-8700 526-8890 広島 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設備設計監理

測量等 更新 166 ㈱ｍ３建築事務所 ｴﾑｽﾘｰｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 川本　雅史 819-0052 福岡市 西区下山門1-12-3 882-1541 882-1546 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 構造設計

測量等 新規 251 M　ｐｌｕｓ一級建築士事務所 ｴﾑﾌﾟﾗｽｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ 久保　美奈子 815-0032 福岡市 南区塩原1-28-16パレックス大橋V402 090-9077-5951 518-5143 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A

測量等 更新 52 ㈱遠藤克彦建築研究所 ｴﾝﾄﾞｳｶﾂﾋｺｹﾝﾁｸｹﾝｷｭｳｼｮ 遠藤　克彦 105-0013 東京都 港区浜松町1-9-11大鵬ﾋﾞﾙ4階 03-6435-9171 03-6435-8141 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 213 大神設計㈱ ｵｵｶﾞﾐｾｯｹｲ 大神　誉央 811-1353 福岡市 南区柏原1-4-11 564-3877 567-0884 福岡 33 建築設計 建築設備点検 建築物点検 その他

測量等 更新 465 ㈲回工房 ｶｲｺｳﾎﾞｳ 後藤　忠義 812-0008 福岡市 博多区東光2-20-28 474-6161 474-6162 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 346 ㈱海渡設計 ｶｲﾄｾｯｹｲ 野田　誠一 813-0043 福岡市 東区名島2-2-8 410-5538 410-5548 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設備設計監理 32 土木設計 道路 宅地造成 河川・砂防



512 糸島市一般（指名）競争入札有資格者名簿（測量等）（第１希望業種順） 令和3年9月1日（R3登録）
種別 新旧 受付番号 業者名 ﾖﾐｶﾞﾅ 代表者 郵便番号 市町村 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 本社 第１希望 1.業務種類 1-1.専門分野 1-2.専門分野 1-3.専門分野 第２希望 2.業務種類 2-1.専門分野 2-2.専門分野 2-3.専門分野
測量等 更新 337 ㈱桂総合設計事務所 ｶﾂﾗｿｳｺﾞｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 髙木　誠二 811-1302 福岡市 南区井尻1-9-22 585-6853 574-5679 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 136 鎌田設計事務所 ｶﾏﾀﾞｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 常岡　和親 819-1116 糸島市 前原中央3-11-28 323-2456 322-2188 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築物点検 32 土木設計 都市計画・地方計画 鋼構造・コンクリート 宅地造成

測量等 更新 388 ㈱環・設計工房 ｶﾝｾｯｹｲｺｳﾎﾞｳ 杉本　泰志 815-0033 福岡市 南区大橋2-2-1 561-6160 561-6191 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 32 土木設計 都市計画・地方計画

測量等 更新 308 ㈱教育施設研究所　福岡事務所 ｷｮｳｲｸｼｾﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 山内　英樹 812-0012 福岡市 博多区博多駅中央街7-2博多SSビル 411-2478 411-2687 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 70 ㈱楠山設計　九州支社 ｸｽﾔﾏｾｯｹｲ 久寿米木　健司 812-0011 福岡市 博多区博多駅前2-17-25 451-6335 474-7889 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設備設計監理

測量等 更新 483 ㈱久米設計　九州支社 ｸﾒｾｯｹｲ 髙﨑　強 810-0001 福岡市 中央区天神1-2-12 781-5211 771-5182 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設備設計監理 構造設計 32 土木設計 都市計画・地方計画

測量等 更新 324 ㈱建築企画コム・フォレスト ｹﾝﾁｸｷｶｸｺﾑﾌｫﾚｽﾄ 林田　俊二 812-0022 福岡市 博多区神屋町4-5　KS神屋町ビル7F 263-7766 263-7768 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 125 ㈱甲山建築設計事務所 ｺｳﾔﾏｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 西　幸博 814-0011 福岡市 早良区高取2-18-6 844-2161 844-2027 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築物点検

測量等 新規 116 ㈱コンステック福岡支店 ｺﾝｽﾃｯｸﾌｸｵｶ 森野　勤 812-0011 福岡市 博多区博多駅前1-21-28 482-4600 482-4602 大阪 33 建築設計 耐力度調査・診断 構造設計 32 土木設計 鋼構造・コンクリート

測量等 更新 148 サカイ建築設計一級建築士事務所 ｻｶｲｹﾝﾁｸｾｯｹｲｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ 坂井　恵亮 819-1116 糸島市 前原中央3-15-30 323-1550 323-1550 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築物点検

測量等 更新 285 ㈱佐藤総合計画　九州オフィス ｻﾄｳｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 嶋田　秀雄 812-0025 福岡市 博多区店屋町5-18 263-0870 263-0871 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 32 土木設計 都市計画・地方計画

測量等 更新 481 ㈱サニム建築事務所 ｻﾆﾑｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 松岡　啓一郎 810-0062 福岡市 中央区荒戸2-3-37　朝日プラザ西公園101 714-0326 725-0440 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設備設計監理

測量等 更新 141 ㈱産研設計 ｻﾝｹﾝｾｯｹｲ 船津　浩 812-0026 福岡市 博多区上川端町12-20 263-6575 263-5713 福岡 33 建築設計 建築設備設計監理

測量等 更新 467 ㈱三座建築事務所　九州事務所 ｻﾝｻﾞｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 百武　篤 812-0027 福岡市 博多区下川端町10-5博多麹屋番ビル 272-3036 272-2996 大阪 33 建築設計 耐力度調査・診断 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 32 土木設計 都市計画・地方計画

測量等 更新 339 ㈱志賀設計 ｼｶﾞｾｯｹｲ 八島　英孝 814-0103 福岡市 城南区鳥飼5-20-11 821-5631 821-5699 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 321 ㈲システムプラン ｼｽﾃﾑﾌﾟﾗﾝ 森　良一 810-0004 福岡市 中央区渡辺通4-2-25 751-0036 715-0061 福岡 33 建築設計 建築設備設計監理

測量等 更新 87 ㈱柴田建築設計事務所 ｼﾊﾞﾀｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 柴田　成文 812-0018 福岡市 博多区住吉4-3-31 411-6361 411-6303 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築物点検

測量等 更新 297 ㈱俊設計 ｼｭﾝｾｯｹｲ 吉田　俊文 812-0011 福岡市 博多区博多駅前2-17-8 433-8015 409-2100 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設備設計監理

測量等 更新 414 ㈲昇司建築事務所 ｼｮｳｼﾞｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 新泉　侑司 815-0082 福岡市 南区大楠2-4-21 525-9170 525-9171 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築物点検 構造設計

測量等 更新 429 ㈱昭和設計　九州事務所 ｼｮｳﾜｾｯｹｲ 藤森　久司 810-0042 福岡市 中央区赤坂1-5-11 752-1565 735-1750 大阪 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 32 土木設計 下水道 都市計画・地方計画 上水道

測量等 更新 126 ㈱新日本設備計画 ｼﾝﾆﾎﾝｾﾂﾋﾞｹｲｶｸ 加地　正和 541-0051 大阪市 中央区備後町3-1-6 06-6233-8801 06-6233-8857 大阪 33 建築設計 建築設備設計監理

測量等 新規 330 ㈱ＳＵＥＰ ｽｰﾌﾟ 末光　弘和 810-0004 福岡市 中央区渡辺通5-23-2-804 716-0903 716-0903 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 501 セキ設計室一級建築士事務所 ｾｷｾｯｹｲｼﾂｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ 関　元継 819-1631 糸島市 二丈福井2620-1-304 326-9515 326-9515 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A

測量等 更新 219 ㈱設備総合計画 ｾﾂﾋﾞｿｳｺﾞｳｹｲｶｸ 宮川　眞誠 815-0032 福岡市 南区塩原4-3-7 554-5050 554-5051 福岡 33 建築設計 建築設備設計監理

測量等 更新 292 ㈱綜企画設計　福岡支店 ｿｳｷｶｸｾｯｹｲ 古元　俊治 812-0017 福岡市 博多区美野島2-1-31 483-2009 483-2016 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 耐力度調査・診断 32 土木設計 鋼構造・コンクリート

測量等 更新 434 協同組合　創建築設計集団 ｿｳｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼｭｳﾀﾞﾝ 近本　道雄 810-0022 福岡市 中央区薬院四丁目4番10－201号 408-8771 408-8772 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 構造設計 建築物点検

測量等 更新 493 ㈱大建エンジニアリング ﾀﾞｲｹﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 境　郁生 802-0005 北九州市 小倉北区堺町1-9-10 093-531-9767 093-531-9737 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築物点検

測量等 更新 153 ㈱大建設計　九州事務所 ﾀﾞｲｹﾝｾｯｹｲ 田嶋　慎也 812-0018 福岡市 博多区住吉3-1-1富士フイルム福岡ビル内 291-0717 291-0720 大阪 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 構造設計 建築設備設計監理 32 土木設計 鋼構造・コンクリート 都市計画・地方計画

測量等 更新 249 ㈱太陽設計 ﾀｲﾖｳｾｯｹｲ 田中　一樹 810-0045 福岡市 中央区草香江2-1-23 761-1266 761-4655 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 46 大和リース㈱　福岡支社 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 谷本　政樹 810-0004 福岡市 中央区渡辺通4-1-36 751-5058 751-5015 大阪 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 199 ㈱匠技術コンサルタント ﾀｸﾐｷﾞｼﾞｭﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 浦田　峯年 819-0373 福岡市 西区周船寺1-6-9 805-5556 805-5557 福岡 33 建築設計 建築設備設計監理 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 32 土木設計 電気電子 下水道 上水道

測量等 更新 274 ㈱匠建築研究所 ﾀｸﾐｹﾝﾁｸｹﾝｷｭｳｼｮ 原　啓介 810-0015 福岡市 中央区那の川2-9-7 400-8411 400-8441 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築物点検

測量等 新規 270 ㈱田平設計事務所 ﾀﾋﾗｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 田平　慎一 813-0002 福岡市 東区下原3-10-15 674-1313 674-1311 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 162 ㈱丹青社 ﾀﾝｾｲｼｬ 高橋　貴志 108-8220 東京都 港区港南1-2-70 03-6455-8151 03-6455-8226 東京 33 建築設計 その他 36 諸調査 その他

測量等 更新 210 ㈱司建築設計事務所 ﾂｶｻｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 岡本　憲二郎 810-0055 福岡市 中央区黒門2-1 731-0300 781-5772 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 466 ㈱翼設備計画 ﾂﾊﾞｻｾﾂﾋﾞｹｲｶｸ 中村　謙介 810-0073 福岡市 中央区舞鶴3-1-10 781-5517 752-1588 福岡 33 建築設計 建築設備設計監理 建築設備点検

測量等 更新 247 ㈱テクノ工営　西日本支社 ﾃｸﾉｺｳｴｲ 柳原　孝紀 810-0073 福岡市 中央区舞鶴2-2-3 722-2651 716-9023 東京 33 建築設計 建築設備設計監理

測量等 更新 71 ㈱手島建築設計事務所　福岡本社 ﾃｼﾏｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 吉田　昭博 810-0005 福岡市 中央区清川3-21-9 522-5311 522-5183 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 耐力度調査・診断

測量等 更新 505 ㈱傳設計 ﾃﾞﾝｾｯｹｲ 岩本　茂美 810-0073 福岡市 中央区舞鶴1-6-13 737-1500 737-1501 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 耐力度調査・診断

測量等 更新 278 ㈱東畑建築事務所　九州オフィス ﾄｳﾊﾀｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 河野　和久 812-0018 福岡市 博多区住吉3-1-1 263-0860 263-0862 大阪 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 32 土木設計 都市計画・地方計画

測量等 更新 361 ㈱トータルメディア開発研究所 ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱｶｲﾊﾂｹﾝｷｭｳｼｮ 山村　健一郎 553-0001 東京都 千代田区紀尾井町3-23 03-3221-5558 03-3221-5521 東京 33 建築設計 その他

測量等 更新 471 ㈱トーホー設備設計 ﾄｰﾎｰｾﾂﾋﾞｾｯｹｲ 鶴田　明 812-0016 福岡市 博多区博多駅南3-19-22 471-1557 474-8305 福岡 33 建築設計 建築設備設計監理

測量等 更新 115 ㈱時設計 ﾄｷｾｯｹｲ 菊地　圭介 103-0004 東京都 中央区東日本橋3-12-11 アヅマビル 03-3661-3673 03-3661-8376 東京 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 192 ㈱徳岡設計　九州事務所 ﾄｸｵｶｾｯｹｲ 谷本　卓也 812-0007 福岡市 博多区東比恵3-25-5 474-2112 474-6828 大阪 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 69 ㈱内藤建築事務所　九州事務所 ﾅｲﾄｳｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 神田　宏二 812-0011 福岡市 博多区博多駅前1-14-16博多駅前センタービル 441-6836 451-4860 京都 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A

測量等 更新 378 ㈱長澤設計 ﾅｶﾞｻﾜｾｯｹｲ 冨永　智治 810-0002 福岡市 中央区西中洲6‐20　占部ビル 751-0411 761-2372 福岡 33 建築設計 耐力度調査・診断 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築物点検

測量等 更新 499 ㈱那の津寿建築研究所 ﾅﾉﾂｺﾄﾌﾞｷｹﾝﾁｸｹﾝｷｭｳｼｮ 永島　藤吾 810-0027 福岡市 中央区御所ヶ谷2-41 521-1968 531-7795 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A

測量等 更新 317 ㈱西島建築設計事務所 ﾆｼｼﾞﾏｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 松川　基範 810-0034 福岡市 中央区笹丘1-17-29 722-2331 722-2336 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 耐力度調査・診断

測量等 更新 130 ㈱日大設計 ﾆﾁﾀﾞｲｾｯｹｲ 諌山　敏志 812-0017 福岡市 博多区美野島2-16-8 412-8555 412-8880 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A

測量等 更新 168 ㈱日総建　九州事務所 ﾆｯｿｳｹﾝ 松尾　大史 810-0041 福岡市 中央区大名2-4-12 714-6185 714-6186 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 耐力度調査・診断 32 土木設計 都市計画・地方計画

測量等 更新 218 ㈱日本設計　九州支社 ﾆﾎﾝｾｯｹｲ 清水　里司 810-0001 福岡市 中央区天神1-13-2 050-3139-7500 050-3156-2122 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 耐力度調査・診断 32 土木設計 都市計画・地方計画 造園

測量等 更新 35 ㈱ニューロファジィ ﾆｭｰﾛﾌｧｼﾞｨ 有吉　誠二 810-0005 福岡市 中央区清川3-21-9 533-4030 533-4031 福岡 33 建築設計 建築設備設計監理 建築設備点検 建築物点検

測量等 更新 200 波多江秀誠建築計画事務所二級建築士事務所 ﾊﾀｴﾋﾃﾞﾉﾌﾞｹﾝﾁｸｹｲｶｸｼﾞﾑｼｮﾆｷｭｳｹﾝﾁｸ 波多江　秀誠 819-1116 糸島市 前原中央2-10-41 090-1514-8683 322-1755 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 170 浜地設計㈱ ﾊﾏﾁｾｯｹｲ 濵地　邦彦 814-0133 福岡市 城南区七隈3丁目5-1-101 401-0990 401-0991 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 耐力度調査・診断

測量等 新規 8 ㈱Ｈｉｒｏ建築設計 ﾋﾛｹﾝﾁｸｾｯｹｲ 金子　浩美 810-0012 福岡市 中央区白金1-6-14 753-8965 753-8972 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 171 ㈲福岡構造 ﾌｸｵｶｺｳｿﾞｳ 吉村　泰広 819-0052 福岡市 西区下山門4-12-20 881-8300 881-8372 福岡 33 建築設計 構造設計 耐力度調査・診断

測量等 更新 413 フコク電興㈱ ﾌｺｸﾃﾞﾝｺｳ 林　忠彦 812-0015 福岡市 博多区山王1-15-8 452-5311 452-5353 福岡 33 建築設計 その他 建築設備設計監理 構造設計 32 土木設計 電気電子

測量等 更新 119 (株)古森弘一建築設計事務所 ﾌﾙﾓﾘｺｳｲﾁｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 古森　弘一 802-0001 北九州市 小倉北区浅野2-6-16ﾏﾙｻﾝﾋﾞﾙ3Ｆ 093-967-0123 093-967-0124 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000



512 糸島市一般（指名）競争入札有資格者名簿（測量等）（第１希望業種順） 令和3年9月1日（R3登録）
種別 新旧 受付番号 業者名 ﾖﾐｶﾞﾅ 代表者 郵便番号 市町村 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 本社 第１希望 1.業務種類 1-1.専門分野 1-2.専門分野 1-3.専門分野 第２希望 2.業務種類 2-1.専門分野 2-2.専門分野 2-3.専門分野
測量等 更新 432 ㈲マキ建築設計 ﾏｷｹﾝﾁｸｾｯｹｲ 浦山　牧夫 819-1117 糸島市 前原西1-8-8 322-0402 323-0402 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築物点検 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A

測量等 更新 191 ㈱雅禧建築設計事務所 ﾏｻｷｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 早田　倫明 810-0042 福岡市 中央区赤坂1-12-15読売福岡ﾋﾞﾙ4Ｆ 713-1400 713-7380 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A

測量等 更新 233 ㈱まちかん設計 ﾏﾁｶﾝｾｯｹｲ 德田　剛一 812-0025 福岡市 博多区店屋町4-8 409-2158 409-2159 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 32 土木設計 都市計画・地方計画

測量等 更新 38 ㈱松澤建築設計事務所 ﾏﾂｻﾞﾜｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 松澤　徹 810-0075 福岡市 中央区港2-11-2F 713-5986 721-9243 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築物点検

測量等 更新 244 ㈱マトリックス ﾏﾄﾘｯｸｽ 森　賢一 815-0042 福岡市 南区若久1-2-31 557-9990 557-9991 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A

測量等 新規 433 ㈱ＭＡＲＵ ﾏﾙ 濵本　明文 819-1117 糸島市 前原西4-5-8 334-1269 321-3080 福岡 33 建築設計 建築設備設計監理 建築設備点検

測量等 更新 423 ㈱三上建築事務所 ﾐｶﾐｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 益子　一彦 310-0062 水戸市 大町3-4-36 029-224-0606 029-226-3778 茨城 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 287 三井総合設計 ﾐﾂｲｿｳｺﾞｳｾｯｹｲ 三井　孝幸 830-0038 久留米市 西町373-14 0942-22-4707 0942-22-4707 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築物点検

測量等 更新 323 ㈱三菱地所設計　九州支店 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｼｮｾｯｹｲ 青栁　武宣 810-0001 福岡市 中央区天神1-6-8 731-2277 731-2272 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A

測量等 更新 445 ㈱村田相互設計　九州支社 ﾑﾗﾀｿｳｺﾞｾｯｹｲ 一栁　茂弥 812-0014 福岡市 博多区比恵町2-7 431-5750 431-5814 広島 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 構造設計

測量等 更新 394 ㈱メイ建築研究所 ﾒｲｹﾝﾁｸｹﾝｷｭｳｼｮ 江下　素彦 812-0013 福岡市 博多区博多駅東2-9-1-4F 415-1020 415-1070 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A

測量等 更新 241 ㈱安井建築設計事務所　九州事務所 ﾔｽｲｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 三好　裕司 812-0011 福岡市 博多区博多駅前3-2-1日本生命ビル 451-2651 451-3873 大阪 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設備設計監理

測量等 更新 238 ㈱山下設計　九州支社 ﾔﾏｼﾀｾｯｹｲ 成田　憲泰 812-0037 福岡市 博多区御供所町3-21 291-8030 291-8040 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設備設計監理 32 土木設計 都市計画・地方計画

測量等 更新 111 ㈱山田綜合設計　九州事務所 ﾔﾏﾀﾞｿｳｺﾞｳｾｯｹｲ 相島　成治 810-0001 福岡市 中央区天神4-1-18サンビル 741-4656 712-4231 大阪 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設備設計監理

測量等 更新 376 ㈲祐建築設計事務所 ﾕｳｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 上田　眞樹 813-0041 福岡市 東区水谷2-19-4-502 672-5691 661-1044 福岡 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A

測量等 更新 157 ユニオン設計㈱ ﾕﾆｵﾝｾｯｹｲ 牛嶋　正雄 810-0022 福岡市 中央区薬院1-6-5 761-4541 761-4699 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築物点検

測量等 新規 391 ㈱ユニバーサル建設　九州支店 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｹﾝｾﾂ 辻　尚人 812-0025 福岡市 博多区店屋町1-31　博多アーバンスクエア10F 261-5711 261-5712 福岡 33 建築設計 建築物点検 建築設備点検 36 諸調査 その他

測量等 更新 267 ㈱陽設計事務所 ﾖｳｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 安恒　陽一 810-0074 福岡市 中央区大手門3-11-20 752-0538 752-0539 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築物点検

測量等 更新 462 ㈱横河建築設計事務所　福岡事務所 ﾖｺｶﾞﾜｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 鮫島　慎一 812-0013 福岡市 博多区博多駅東1-17-25 432-1080 432-1081 東京 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築物点検

測量等 更新 203 ㈱ロイ設計事務所 ﾛｲｾｯｹｲｼﾞﾑｼｮ 山本　昌司 814-0015 福岡市 早良区室見4-22-22 843-1633 843-1629 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 139 ㈱ＹＳアーキテクツ ﾜｲｴｽｱｰｷﾃｸﾂ 稗田　玲 812-0013 福岡市 博多区博多駅東1-12-5博多大島ﾋﾞﾙ 409-2626 409-2628 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築設備設計監理

測量等 更新 194 ㈱和田設計 ﾜﾀﾞｾｯｹｲ 和田　正樹 810-0011 福岡市 中央区高砂2-23-12 521-5131 521-5133 福岡 33 建築設計 建築設計（大規模公益施設）2,000≦A 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 195 アイアール㈱ ｱｲｱｰﾙ 川原　將吾 812-0018 福岡市 博多区住吉2-15-10-514 409-6363 409-6364 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR 水源調査

測量等 更新 318 エヌビー技術㈱ ｴﾇﾋﾞｰｷﾞｼﾞｭﾂ 折出　照男 812-0018 福岡市 博多区住吉4-27-3-203 433-6682 433-6683 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR 水源調査

測量等 更新 430 応用地質㈱　九州事務所 ｵｳﾖｳﾁｼﾂ 西原　幹治 812-0018 福岡市 博多区住吉3－1-80オヌキ新博多ビル3階 402-0840 402-0844 東京 34 地質調査 ボーリング 水源調査 その他 32 土木設計 道路 河川・砂防 廃棄物

測量等 更新 154 ㈱カミナガ ｶﾐﾅｶﾞ 本田　陽一 812-0007 福岡市 博多区東比恵2-7-13 451-6221 451-4854 長崎 34 地質調査 ボーリング 水源調査 CBR 32 土木設計 河川・砂防 道路 農業土木

測量等 更新 362 川崎地質㈱　九州支社 ｶﾜｻｷﾁｼﾂ 原田　克之 812-0016 福岡市 博多区博多駅南1-8-34 292-4386 418-1180 東京 34 地質調査 ボーリング CBR 水源調査 32 土木設計 河川・砂防 道路

測量等 更新 212 ㈱九州ジオテック ｷｭｳｼｭｳｼﾞｵﾃｯｸ 百田　忠義 838-0143 小郡市 小板井576-5 0942-72-7082 0942-27-8728 福岡 34 地質調査 ボーリング 32 土木設計 森林土木 道路

測量等 更新 83 ㈱九州地質コンサルタント ｷｭｳｼｭｳﾁｼﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 花村　修 812-0874 福岡市 博多区光丘町2-3-21 586-0260 586-0075 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR 水源調査 32 土木設計 その他

測量等 更新 175 興亜開発㈱　九州支店 ｺｳｱｶｲﾊﾂ 米原　久晶 811-1302 福岡市 南区井尻3-12-33 572-7000 572-7002 東京 34 地質調査 ボーリング

測量等 更新 132 ㈱ジオシステム ｼﾞｵｼｽﾃﾑ 大石　航平 812-0895 福岡市 博多区竹下5-19-22 414-5335 414-5336 福岡 34 地質調査 ボーリング 水源調査 CBR 32 土木設計 その他

測量等 更新 454 ㈱ジオテック技術士事務所 ｼﾞｵﾃｯｸｷﾞｼﾞｭﾂｼｼﾞﾑｼｮ 香月　裕宣 815-0031 福岡市 南区清水4-22-1 555-2767 555-2768 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR 32 土木設計 農業土木 道路 河川・砂防

測量等 更新 411 ㈱ジオフォーメ－ション ｼﾞｵﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ 桑野　代介 811-1353 福岡市 南区柏原2-27-16 567-7030 567-7037 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR 水源調査

測量等 更新 92 新栄地研㈱ ｼﾝｴｲﾁｹﾝ 真弓　貴宏 849-0928 佐賀市 若楠2-5-25 0952-32-0912 0952-32-0944 佐賀 34 地質調査 ボーリング 36 諸調査 計量証明（環境）

測量等 更新 216 新地研工業㈱ ｼﾝﾁｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 橋本　孝太郎 812-0063 福岡市 東区原田1-42-41 611-5211 611-5213 福岡 34 地質調査 ボーリング 水源調査 CBR 32 土木設計 その他

測量等 更新 185 新日本グラウト工業㈱ ｼﾝﾆﾎﾝｸﾞﾗｳﾄｺｳｷﾞｮｳ 原田　軍治 815-0031 福岡市 南区清水1-15-18 511-8981 511-8908 福岡 34 地質調査 ボーリング 水源調査 CBR 32 土木設計 農業土木

測量等 更新 89 信友ボーリング工業㈱ ｼﾝﾕｳﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｺｳｷﾞｮｳ 森　郁夫 822-0006 直方市 大字上境2887-16 0949-28-8150 0949-28-8155 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR

測量等 更新 184 ㈱セイコー ｾｲｺｰ 伊藤　和彦 830-0052 久留米市 上津町1874 0942-22-5850 0942-22-5852 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR その他 32 土木設計 道路 河川・砂防 その他

測量等 更新 124 大栄開発㈱　前原営業所 ﾀﾞｲｴｲｶｲﾊﾂ 川原　恒文 819-1127 糸島市 有田中央1-2-27 324-6870 324-6917 長崎 34 地質調査 ボーリング CBR 水源調査 32 土木設計 河川・砂防 農業土木 森林土木

測量等 更新 75 中央開発㈱　九州支社 ﾁｭｳｵｳｶｲﾊﾂ 髙田　誠 814-0103 福岡市 城南区鳥飼6-3-27 831-3111 821-5700 東京 34 地質調査 その他 ボーリング 水源調査 32 土木設計 都市計画・地方計画 道路 河川・砂防

測量等 更新 217 ㈱テクノ大地 ﾃｸﾉﾀﾞｲﾁ 髙木　正邦 830-0074 久留米市 大善寺町夜明1023 0942-26-2166 0942-27-2166 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR 31 測量　 測量一般

測量等 更新 497 ㈱東京ソイルリサーチ　九州支店 ﾄｳｷｮｳｿｲﾙﾘｻｰﾁ 山村　好英 812-0016 福岡市 博多区博多駅南5-8-40 431-6421 431-6456 東京 34 地質調査 ボーリング 31 測量　 測量一般

測量等 新規 311 東邦地下工機㈱ ﾄｳﾎｳﾁｶｺｳｷ 岡本　幸憲 812-0857 福岡市 博多区西月隈5-19-53 581-3031 513-5214 福岡 34 地質調査 ボーリング

測量等 更新 28 ㈱東和土質 ﾄｳﾜﾄﾞｼﾂ 境　博巳 815-0082 福岡市 南区大楠1-30-21 791-8015 791-8500 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR

測量等 更新 39 ㈱西日本ソイルコンサルタント ﾆｼﾆﾎﾝｿｲﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 清崎　聖一 812-0063 福岡市 東区原田3-2-4 612-5970 612-5971 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR その他

測量等 更新 340 西日本地研㈱ ﾆｼﾆﾎﾝﾁｹﾝ 福田　正徳 810-0011 福岡市 中央区高砂2-6-18 521-4100 526-3346 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR 31 測量　 測量一般

測量等 更新 59 ㈱ニチボー ﾆﾁﾎﾞｰ 藤井　浩三 812-0888 福岡市 博多区板付4-7-28 591-3491 591-4405 福岡 34 地質調査 ボーリング 水源調査 その他

測量等 更新 401 ㈱日さく　九州営業所 ﾆｯｻｸ 永安　裕次郎 812-0893 福岡市 博多区那珂3-21-29 431-8781 431-8786 埼玉 34 地質調査 ボーリング 水源調査 CBR 32 土木設計 その他 河川・砂防

測量等 更新 150 日本基礎技術㈱　九州支店 ﾆﾎﾝｷｿｷﾞｼﾞｭﾂ 武末　勝司 815-0075 福岡市 南区長丘5-28-6 552-2111 554-1133 大阪 34 地質調査 ボーリング CBR 水源調査 32 土木設計 道路 農業土木 森林土木

測量等 更新 289 日本ジタン㈱ ﾆﾎﾝｼﾞﾀﾝ 末永　康二 802-0002 北九州市 小倉北区京町4-1-24 093-541-1084 093-541-1087 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR その他 31 測量　 測量一般

測量等 更新 98 日本地研㈱ ﾆﾎﾝﾁｹﾝ 田口　修 812-0894 福岡市 博多区諸岡5-25-25 571-2764 513-5183 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR 水源調査 32 土木設計 道路 河川・砂防 その他

測量等 更新 11 日本物理探鑛㈱　福岡営業所 ﾆﾎﾝﾌﾞﾂﾘﾀﾝｺｳ 城之内　明 812-0016 福岡市 博多区博多駅南3-13-17 474-3087 474-3107 東京 34 地質調査 ボーリング その他 31 測量　 測量一般

測量等 更新 473 平成地研㈱ ﾍｲｾｲﾁｹﾝ 内田　賢次 812-0894 福岡市 博多区諸岡1-7-25 575-0340 592-6622 福岡 34 地質調査 ボーリング その他 32 土木設計 その他

測量等 更新 205 ㈱ベクトル ﾍﾞｸﾄﾙ 松永　邦彦 812-0018 福岡市 博多区住吉5-13-2 461-1091 461-1210 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR 水源調査 32 土木設計 河川・砂防 森林土木

測量等 更新 379 ライト工業㈱　九州統括支店 ﾗｲﾄｺｳｷﾞｮｳ 石丸　孝幸 812-0043 福岡市 博多区堅粕1-28-44 651-4331 641-4199 東京 34 地質調査 ボーリング 32 土木設計 道路

測量等 更新 118 ㈱和晃地質コンサルタント ﾜｺｳﾁｼﾂｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 持田　拓児 814-0141 福岡市 城南区西片江2-7-11 861-6421 862-5405 福岡 34 地質調査 ボーリング CBR 水源調査

測量等 更新 383 アーバンコンサルティングファーム㈱ ｱｰﾊﾞﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ 福山　道和 814-0005 福岡市 早良区祖原16-16-201 846-7456 846-7455 福岡 35 補償 不動産鑑定

測量等 更新 335 ㈱アーバンプラン ｱｰﾊﾞﾝﾌﾟﾗﾝ 野中　裕充 830-0061 久留米市 津福今町404-224 0942-27-7845 0942-27-7846 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償



512 糸島市一般（指名）競争入札有資格者名簿（測量等）（第１希望業種順） 令和3年9月1日（R3登録）
種別 新旧 受付番号 業者名 ﾖﾐｶﾞﾅ 代表者 郵便番号 市町村 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 本社 第１希望 1.業務種類 1-1.専門分野 1-2.専門分野 1-3.専門分野 第２希望 2.業務種類 2-1.専門分野 2-2.専門分野 2-3.専門分野
測量等 新規 33 （株）アイノートコンサルタント ｱｲﾉｰﾄｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 白水　賢司 838-0214 朝倉郡筑前町 東小田3279-1 0946-42-0156 0946-42-0156 福岡 35 補償 土地・建物損失補償

測量等 更新 134 ㈱旭鑑定補償 ｱｻﾋｶﾝﾃｲﾎｼｮｳ 津久井　顯 810-0012 福岡市 中央区白金2-11-9 534-1800 534-1801 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 不動産鑑定 営業・特殊補償 31 測量　 測量一般 台帳整備（道路、上下水道等） 地図の調製

測量等 新規 511 ㈱アスロード ｱｽﾛｰﾄﾞ 石坂　善治 812-0029 福岡市 博多区古門戸町7-3 586-6838 586-6836 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 その他 31 測量　 測量一般

測量等 更新 10 ㈱エム・シー・シー九州 ｴﾑｼｰｼｰｷｭｳｼｭｳ 筒井　保臣 812-0013 福岡市 博多区博多駅東2-6-28 414-1453 414-1453 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 その他

測量等 新規 513 小野不動産鑑定 ｵﾉﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲ 小野　恭嗣 812-0001 福岡市 中央区天神3-11-1　天神武藤ビル2階 292-3376 292-3386 福岡 35 補償 不動産鑑定

測量等 更新 42 ㈱鑑定ソリュート福岡 ｶﾝﾃｲｿﾘｭｰﾄﾌｸｵｶ 廣原　浩一 812-0013 福岡市 博多区博多駅東2-6-1 441-5522 441-5520 福岡 35 補償 不動産鑑定 土地・建物損失補償

測量等 更新 271 ㈱鑑定補償向野研究所 ｶﾝﾃｲﾎｼｮｳﾑｶｲﾉｹﾝｷｭｳｼｮ 向野　昌邦 810-0041 福岡市 中央区大名2-10-1ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ大名A-1102 739-5512 739-5523 福岡 35 補償 不動産鑑定

測量等 更新 377 ㈱九州開発エンジニヤリング　福岡支店 ｷｭｳｼｭｳｶｲﾊﾂｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 原田　康行 812-0011 福岡市 博多区博多駅前4-4-23 474-1961 481-0387 熊本 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 その他 32 土木設計 道路 河川・砂防 鋼構造・コンクリート

測量等 新規 446 九州不動産コンサルタント ｷｭｳｼｭｳﾌﾄﾞｳｻﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 田口　浩二 810-0041 福岡市 中央区大名2-9-35　トウセン天神ビル６Ｆ 753－9971 753－9972 福岡 35 補償 不動産鑑定

測量等 更新 276 ㈱協栄コンサルタント　福岡営業所 ｷｮｳｴｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 横田　薫 810-0053 福岡市 中央区鳥飼2-1-40-303 751-7815 751-7816 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 その他 33 建築設計 建築物点検 建築設備点検

測量等 更新 266 ㈱建匠ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　福岡支店 ｹﾝｼｮｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 西村　郁子 812-0888 福岡市 博多区板付7-10-27　第15博多南IRビル505号 586-6805 586-6806 佐賀 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 31 測量　 測量一般

測量等 更新 325 ㈱孝栄設計コンサルタント ｺｳｴｲｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 川崎　孝志 811-1302 福岡市 南区井尻1-36-20 571-5292 592-3208 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 不動産鑑定 営業・特殊補償 31 測量　 測量一般

測量等 更新 72 ㈱さくらビジネスパートナーズ ｻｸﾗﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 井上　慶一 810-0041 福岡市 中央区大名2-4-22新日本ビル5F 737-8500 737-8522 福岡 35 補償 不動産鑑定

測量等 更新 406 ㈱三和綜合コンサル　九州支店 ｻﾝﾜｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙ 梶原　隆男 812-0014 福岡市 博多区比恵町2-7博多東エースビル5F 434-7134 434-7135 大阪 35 補償 土地・建物損失補償 その他

測量等 更新 41 ㈱シティプラン ｼﾃｨﾌﾟﾗﾝ 高橋　修一 814-0021 福岡市 早良区荒江2-8-1 822-4551 843-1550 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償

測量等 更新 246 ㈱新和コンサルタント ｼﾝﾜｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 新原　裕介 818-0131 太宰府市 水城2-18-37 921-3090 921-7550 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 その他 31 測量　 測量一般

測量等 更新 81 ㈱総研 ｿｳｹﾝ 篠田　正浩 810-0001 福岡市 中央区天神1-13-2 732-3470 732-3472 福岡 35 補償 不動産鑑定 土地・建物損失補償

測量等 更新 80 総和不動産鑑定㈱ ｿｳﾜﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲ 松田　徹 810-0004 福岡市 中央区渡辺通5-23-3-901 752-3721 752-3723 福岡 35 補償 不動産鑑定

測量等 更新 408 ㈱第一鑑定リサーチ ﾀﾞｲｲﾁｶﾝﾃｲﾘｻｰﾁ 吉田　稔 810-0041 福岡市 中央区大名2-2-50 724-6566 724-6567 福岡 35 補償 不動産鑑定

測量等 更新 202 ㈱大建補償コンサルタント ﾀﾞｲｹﾝﾎｼｮｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 徳永　健一 811-1302 福岡市 南区井尻3-22-23-４階 593-2332 593-7188 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 その他 31 測量　 測量一般

測量等 更新 165 ㈱大陸総合コンサルタント ﾀｲﾘｸｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 松尾　卓 815-0004 福岡市 南区高木1-8-18 292-5000 292-5001 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 その他 31 測量　 測量一般

測量等 新規 485 大和総合補償㈱ ﾀﾞｲﾜｿｳｺﾞｳﾎｼｮｳ 松田　重樹 810-0001 福岡市 中央区天神4-2-20 739-0222 739-0221 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 その他 営業・特殊補償

測量等 更新 372 大和不動産鑑定㈱　九州支社 ﾀﾞｲﾜﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲ 寺島　弘次 810-0001 福岡市 中央区天神4-2-20 712-9112 761-0876 大阪 35 補償 不動産鑑定 その他 32 土木設計 その他

測量等 更新 226 ㈱谷澤総合鑑定所　九州支社 ﾀﾆｻﾞﾜｿｳｺﾞｳｶﾝﾃｲｼｮ 的野　泰浩 810-0001 福岡市 中央区天神2-8-38 771-0641 771-0643 大阪 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 不動産鑑定 32 土木設計 都市計画・地方計画

測量等 更新 347 ダン企画設計コンサルタント㈱ ﾀﾞﾝｷｶｸｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 秋吉　隆利 812-0893 福岡市 博多区那珂2-16-14 412-7576 412-7580 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償

測量等 更新 381 ㈱地域科学研究所　福岡事務所 ﾁｲｷｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ 木下　晋介 812-0016 福岡市 博多区博多駅南1-8-31九州ビル 477-2670 477-2671 大分 35 補償 その他

測量等 更新 169 ㈱中央補償コンサルタント ﾁｭｳｵｳﾎｼｮｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 竹中　眞一 803-0851 北九州市 小倉北区木町3-3-7 093-571-4229 093-571-0762 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 その他 33 建築設計 建築物点検 建築設備点検 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000

測量等 更新 261 東洋コンサルタント㈱ ﾄｳﾖｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 吉郷　高治 838-0224 朝倉郡筑前町 松延796-37 0946-42-1150 0946-42-1118 福岡 35 補償 土地・建物損失補償

測量等 更新 460 ㈲フィールズ鑑定法人 ﾌｨｰﾙｽﾞｶﾝﾃｲﾎｳｼﾞﾝ 西川　浩二 810-0023 福岡市 中央区警固2-12-5 718-2575 718-2574 福岡 35 補償 不動産鑑定

測量等 更新 196 ㈱福岡茜コンサルタント　　　 ﾌｸｵｶｱｶﾈｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 柄本　一彦 812-0025 福岡市 博多区店屋町4-16 262-0626 262-0628 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 その他

測量等 更新 487 公益社団法人　福岡県不動産鑑定士協会 ﾌｸｵｶｹﾝﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲｼｷｮｳｶｲ 石田　美紀子 812-0038 福岡市 博多区祇園町1-40 283-6255 283-6256 福岡 35 補償 不動産鑑定

測量等 更新 279 ㈱福岡山ノ手鑑定舎 ﾌｸｵｶﾔﾏﾉﾃｶﾝﾃｲｼｬ 槇　由紀 810-0041 福岡市 中央区大名1-9-33 725-6703 725-6704 福岡 35 補償 不動産鑑定

測量等 更新 67 ㈱福起設計コンサルタント ﾌｯｷｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 池田　淳 812-0023 福岡市 博多区奈良屋町11-18 262-2871 262-5131 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 その他 33 建築設計 建築設計（小規模公益施設）0≦A＜2,000 建築物点検 その他

測量等 更新 495 ㈱プライム評価研究所 ﾌﾟﾗｲﾑﾋｮｳｶｹﾝｷｭｳｼｮ 中嶋　裕二 810-0041 福岡市 中央区大名2-4-30 735-3610 735-3611 福岡 35 補償 不動産鑑定 土地・建物損失補償

測量等 更新 222 プラス不動産鑑定㈲ ﾌﾟﾗｽﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲ 岩隈　良弘 810-0041 福岡市 中央区大名2-1-43-602 713-2272 713-2278 福岡 35 補償 不動産鑑定

測量等 更新 478 ㈱プロテック　福岡支店 ﾌﾟﾛﾃｯｸ 板倉　康裕 814-0002 福岡市 早良区西新1-8-6-2F 845-1313 845-3122 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 その他

測量等 更新 398 平和総合コンサルタント㈱　福岡支店 ﾍｲﾜｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 中園　和弘 815-0004 福岡市 南区高木2-2-22 593-5662 593-5662 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 不動産鑑定 32 土木設計 道路 下水道 河川・砂防

測量等 更新 105 ㈱毎長補償鑑定 ﾏｲﾁｮｳﾎｼｮｳｶﾝﾃｲ 原　博明 810-0002 福岡市 中央区西中洲12-13 751-2052 741-7956 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 不動産鑑定 営業・特殊補償

測量等 更新 54 ㈲三浦設計コンサルタント ﾐｳﾗｾｯｹｲｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 三浦　勉 815-0082 福岡市 南区大楠3-11-39ローレルハイツ高宮205 526-9866 526-9867 福岡 35 補償 土地・建物損失補償

測量等 更新 239 ㈱みずほ不動産鑑定所 ﾐｽﾞﾎﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲｼｮ 井上　真輔 810-0073 福岡市 中央区舞鶴3-2-4福岡舞鶴ビル6F 738-6105 738-6115 福岡 35 補償 不動産鑑定

測量等 更新 299 ㈱優輝総合コンサル ﾕｳｷｿｳｺﾞｳｺﾝｻﾙ 川副　俊明 812-0876 福岡市 博多区昭南町2-3-8 593-4379 593-4398 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 31 測量　 測量一般

測量等 更新 57 ㈱ユニオンリサーチ　九州支社 ﾕﾆｵﾝﾘｻｰﾁ 廣田　五男 810-0001 福岡市 中央区天神2-8-38 771-0642 771-0643 大阪 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 その他 33 建築設計 建築物点検 建築設備設計監理 その他

測量等 更新 309 芳野測量設計㈱ ﾖｼﾉｿｸﾘｮｳｾｯｹｲ 中雄　淳一郎 812-0053 福岡市 東区箱崎7-5-8 641-3970 641-3972 福岡 35 補償 土地・建物損失補償 営業・特殊補償 31 測量　 測量一般 登記手続 台帳整備（道路、上下水道等）

測量等 更新 36 よりそい不動産鑑定㈱ ﾖﾘｿｲﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲ 扇　幸一郎 810-0041 福岡市 中央区大名2-4-38　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ天神3-209 753-9680 753-9689 福岡 35 補償 不動産鑑定

測量等 更新 269 ㈱ランド・コンサルタント　九州支社 ﾗﾝﾄﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 堀口　長太郎 815-0004 福岡市 南区高木2-5-10 471-0301 471-0303 東京 35 補償 土地・建物損失補償 その他 不動産鑑定

測量等 更新 349 ㈱わがまち不動産研究所 ﾜｶﾞﾏﾁﾌﾄﾞｳｻﾝｹﾝｷｭｳｼｮ 中村　世明 819-0005 福岡市 西区内浜1-6-5-503 406-0315 406-0309 福岡 35 補償 不動産鑑定

測量等 更新 293 ヴェオリア・ジェネッツ㈱　九州支店 ｳﾞｪｵﾘｱｼﾞｪﾈｯﾂ 吉野　健 811-1311 福岡市 南区横手1-12-48 688-9123 688-9124 東京 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 93 ㈱ウォーターワークス ｳｫｰﾀｰﾜｰｸｽ 築山　栄 812-0872 福岡市 博多区春町1-6-1-310 558-5711 558-5731 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 84 ㈱HER　福岡営業所 ｴｲﾁｲｰｱｰﾙ 芝本　尚輔 812-0016 福岡市 博多区博多駅南5-11-14 260-8301 260-8302 兵庫 36 諸調査 計量証明（環境） その他

測量等 更新 62 ㈱エコテックネオ ｴｺﾃｯｸﾈｵ 伊勢田　隆太 812-0857 福岡市 博多区西月隈4-8-35 503-5121 503-9117 福岡 36 諸調査 計量証明（環境） その他

測量等 新規 491 ㈱エディモス ｴﾃﾞｨﾓｽ 掘　典正 811-1123 福岡市 早良区内野4-48-5 400-0727 400-0730 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 448 ㈱エヌ・イーサポート　九州支社 ｴﾇｲｰｻﾎﾟｰﾄ 井手本　清隆 812-0016 福岡市 博多区博多駅南5-8-17 474-3860 473-1418 広島 36 諸調査 計量証明（環境） その他

測量等 更新 476 ㈱ＮＨＫテクノロジーズ　福岡総支社 ｴﾇｴｲﾁｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 嶋田　豊秋 810-8577 福岡市 中央区六本松1-1-10 716-6901 716-4008 東京 36 諸調査 電気通信設備設計調査

測量等 更新 404 エヌエス環境㈱　九州支店 ｴﾇｴｽｶﾝｷｮｳ 小池　順 812-0885 福岡市 博多区相生町3-2-3 574-9390 574-8400 東京 36 諸調査 計量証明（環境） 32 土木設計 その他

測量等 更新 9 ㈱ＥＮＪＥＣ ｴﾝｼﾞｪｯｸ 松永　友樹 815-0075 福岡市 南区長丘3-1ｰ18 561-8716 561-4791 福岡 36 諸調査 計量証明（環境）

測量等 更新 96 ㈱オキローボ　福岡支社 ｵｷﾛｰﾎﾞ 藤野　和幸 819-0002 福岡市 西区姪の浜1-21-21 883-4277 883-2792 沖縄 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 24 金子建設㈱　福岡支店 ｶﾈｺｹﾝｾﾂ 厨　広二 815-0084 福岡市 南区市崎1-1-5 521-6365 524-8781 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 273 ㈱カブード ｶﾌﾞｰﾄﾞ 橋本　恒幸 811-1123 福岡市 早良区内野4-14-8 804-8801 804-8808 福岡 36 諸調査 上下水道管調査



512 糸島市一般（指名）競争入札有資格者名簿（測量等）（第１希望業種順） 令和3年9月1日（R3登録）
種別 新旧 受付番号 業者名 ﾖﾐｶﾞﾅ 代表者 郵便番号 市町村 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 本社 第１希望 1.業務種類 1-1.専門分野 1-2.専門分野 1-3.専門分野 第２希望 2.業務種類 2-1.専門分野 2-2.専門分野 2-3.専門分野
測量等 更新 138 ㈱環境衛生科学研究所　福岡営業所 ｶﾝｷｮｳｴｲｾｲｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ 斎藤　学 818-0036 筑紫野市 光が丘5-1-5 403-0252 403-0253 長崎 36 諸調査 計量証明（環境）

測量等 更新 350 ㈱環境開発 ｶﾝｷｮｳｶｲﾊﾂ 牟田　義彦 812-0041 福岡市 博多区吉塚6-6-36 611-5231 611-5256 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 449 ㈱環境科学システム ｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｼｽﾃﾑ 島林　信広 816-0901 大野城市 乙金東3-10-12 504-2869 504-2893 福岡 36 諸調査 計量証明（環境）

測量等 更新 94 ㈱環境技研 ｶﾝｷｮｳｷﾞｹﾝ 金城　一寿 819-1118 糸島市 前原北1-6-34 322-1737 324-2600 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 204 ㈱環境設備公社 ｶﾝｷｮｳｾﾂﾋﾞｺｳｼｬ 金城　一寿 819-1118 糸島市 前原北1-6-34 324-1155 324-2600 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 45 環境テクノス㈱　福岡支店 ｶﾝｷｮｳﾃｸﾉｽ 貴戸　秀徳 812-0013 福岡市 博多区博多駅東1-10-23 434-4615 434-4616 福岡 36 諸調査 計量証明（環境） その他

測量等 更新 500 ㈱環境分析技術センター ｶﾝｷｮｳﾌﾞﾝｾｷｷﾞｼﾞｭﾂｾﾝﾀｰ 田山　裕士 818-0041 筑紫野市 むさしヶ丘1-23-16 929-4122 929-4144 福岡 36 諸調査 計量証明（環境）

測量等 更新 106 管清工業㈱　九州支店 ｶﾝｾｲｺｳｷﾞｮｳ 小山田　正男 812-0893 福岡市 博多区那珂5-3-13 451-3991 451-7480 東京 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 17 (公財)北九州生活科学センター　福岡事業所 ｷﾀｷｭｳｼｭｳｾｲｶﾂｶｶﾞｸｾﾝﾀｰ 田中　衛 812-0044 福岡市 博多区千代1-2-4福岡生活衛生食品会館 642-1001 642-1002 福岡 36 諸調査 計量証明（環境） その他

測量等 更新 140 九州海運㈱ ｷｭｳｼｭｳｶｲｳﾝ 和田　隆行 810-0071 福岡市 中央区那の津5-1-9 771-1675 771-3610 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 6 （一財）九州環境管理協会 ｷｭｳｼｭｳｶﾝｷｮｳｶﾝﾘｷｮｳｶｲ 百島　則幸 813-0004 福岡市 東区松香台1-10-1 662-0410 662-0411 福岡 36 諸調査 計量証明（環境） その他 32 土木設計 都市計画・地方計画 廃棄物 その他

測量等 更新 248 ㈱九州事業センター ｷｭｳｼｭｳｼﾞｷﾞｮｳｾﾝﾀｰ 久保　尊善 819-0071 福岡市 南区平和1-31-35 521-2664 521-2666 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 34 共栄環境開発㈱ ｷｮｳｴｲｶﾝｷｮｳｶｲﾊﾂ 久留須　智子 836-0057 大牟田市 汐屋町5-15 0944-52-6732 0944-54-1525 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 410 ㈱研進産業 ｹﾝｼﾝｻﾝｷﾞｮｳ 髙木　英範 812-0041 福岡市 博多区吉塚6-6-59 623-2121 623-2090 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 3 ㈱コスモリサ－チ ｺｽﾓﾘｻｰﾁ 築山　邦弘 812-0872 福岡市 博多区春町2-8-9 575-0651 572-4656 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 55 一般財団法人佐賀県環境科学検査協会 ｻｶﾞｹﾝｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｹﾝｻｷｮｳｶｲ 木原　奉文 840-0033 佐賀市 光1-1-2 0952-22-1651 0952-22-1655 佐賀 36 諸調査 計量証明（環境）

測量等 更新 25 ㈱サンリーク　九州支店 ｻﾝﾘｰｸ 中田　正幸 819-0022 福岡市 西区福重5-4-11 892-1131 892-1132 大阪 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 135 ㈲サンロック ｻﾝﾛｯｸ 岩元　みづえ 891-2115 垂水市 浜平1805-5 0994-32-1387 0994-32-3166 鹿児島 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 161 ㈱ＣＲＣ食品環境衛生研究所 ｼｰｱｰﾙｼｰｼｮｸﾋﾝｶﾝｷｮｳｴｲｾｲｹﾝｷｭｳｼｮ 江川　護 813-0062 福岡市 東区松島5-7-6 623-2211 623-2212 福岡 36 諸調査 計量証明（環境） その他

測量等 更新 117 情報機器エンジニアリング㈱ ｼﾞｮｳﾎｳｷｷｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 宮﨑　博永 812-0035 福岡市 博多区中呉服町5-14 283-8500 282-3265 福岡 36 諸調査 その他

測量等 更新 186 ㈱静環検査センター　福岡支店 ｾｲｶﾝｹﾝｻｾﾝﾀｰ 小谷　聖滋 812-0016 福岡市 博多区博多駅南6-4-25 260-3971 260-3972 静岡 36 諸調査 計量証明（環境） その他 32 土木設計 廃棄物 その他 河川・砂防

測量等 新規 416 西部環境調査㈱　福岡事業所 ｾｲﾌﾞｶﾝｷｮｳﾁｮｳｻ 小山　喜久治 812-0021 福岡市 博多区築港本町8-14 262-3717 262-3718 長崎 36 諸調査 計量証明（環境） その他 32 土木設計 その他 河川・砂防

測量等 更新 418 ㈱太平環境科学センター ﾀｲﾍｲｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸｾﾝﾀｰ 坂本　雅俊 812-0863 福岡市 博多区金の隈2-2-31 504-1220 504-1523 福岡 36 諸調査 計量証明（環境） その他

測量等 更新 236 ㈱地域環境計画　九州支社 ﾁｲｷｶﾝｷｮｳｹｲｶｸ 中武　禎典 814-0015 福岡市 早良区室見1-10-12ﾋﾙｽﾞ室見 833-5270 833-5271 東京 36 諸調査 その他

測量等 更新 326 中外テクノス㈱　九州支店 ﾁｭｳｶﾞｲﾃｸﾉｽ 田上　明典 812-0892 福岡市 博多区東那珂2-20-35 778-1122 778-1123 広島 36 諸調査 計量証明（環境） その他 32 土木設計 その他 廃棄物

測量等 更新 281 ㈱テクノスジャパン ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 垣本　政輝 812-0874 福岡市 博多区光丘町3-1-5 588-6303 588-6306 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 407 ㈱テクノユース ﾃｸﾉﾕｰｽ 脇山　一春 814-0103 福岡市 城南区鳥飼5-7-1 851-7839 851-7850 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 19 ㈱テスコム ﾃｽｺﾑ 石田　繁則 816-0912 大野城市 御笠川4-11-19 558-3961 558-3962 福岡県 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 新規 164 東亜グラウト工業㈱　九州支店 ﾄｳｱｸﾞﾗｳﾄｺｳｷﾞｮｳ 西原　正剛 812-0015 福岡市 博多区山王1-1-29 402-0587 402-0272 東京 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 494 ㈱東洋環境分析センター　福岡事業所 ﾄｳﾖｳｶﾝｷｮｳﾌﾞﾝｾｷｾﾝﾀｰ 松永　亮介 812-0881 福岡市 博多区井相田3-5-10 588-7750 588-7751 鹿児島 36 諸調査 計量証明（環境）

測量等 更新 369 東和環境科学㈱　九州支店 ﾄｳﾜｶﾝｷｮｳｶｶﾞｸ 道法　雅樹 812-0055 福岡市 東区東浜１-5-12 292-9911 292-9912 広島 36 諸調査 計量証明（環境） その他 32 土木設計 廃棄物 その他

測量等 新規 68 （公社）長崎県食品衛生協会 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｼｮｸﾋﾝｴｲｾｲｷｮｳｶｲ 徳永清隆 851-2127 西彼杵郡長与町 高田郷3640-3 095-883-6830 095-883-6981 長崎 36 諸調査 計量証明（環境）

測量等 新規 443 ㈱西鉄グリーン土木 ﾆｼﾃﾂｸﾞﾘｰﾝﾄﾞﾎﾞｸ 岡村　卓也 810-0041 福岡市 中央区大名1-4-1 720-6820 720-6821 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 123 西日本環境リサーチ㈱ ﾆｼﾆﾎﾝｶﾝｷｮｳﾘｻｰﾁ 鷹取　武志 806-0047 北九州市 八幡西区鷹の巣2-3-31 093-642-3733 093-642-3734 福岡 36 諸調査 計量証明（環境）

測量等 更新 295 ㈱西日本水道センター　九州支店 ﾆｼﾆﾎﾝｽｲﾄﾞｳｾﾝﾀｰ 金満　芳幸 812-0016 福岡市 博多区博多駅南4-2-10-8F 432-3031 432-3035 大阪 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 277 ニシム電子工業㈱ ﾆｼﾑﾃﾞﾝｼｺｳｷﾞｮｳ 小野　丈夫 812-8539 福岡市 博多区美野島1-2-1 461-0246 482-4844 福岡 36 諸調査 電気通信設備設計調査 その他 33 建築設計 建築設備設計監理 構造設計

測量等 更新 486 日東化学工業㈱ ﾆｯﾄｳｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 下村　賢史 803-0277 北九州市 小倉南区徳吉東4-9-1 093-451-2711 093-451-5537 福岡 36 諸調査 計量証明（環境） 31 測量　 測量一般

測量等 更新 16 ㈱日本スイコー　北九州支店 ﾆﾎﾝｽｲｺｰ 古野　正也 806-0022 北九州市 八幡西区藤田2-2-17 093-641-6508 093-641-6142 熊本 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 新規 332 日本水道管路㈱　福岡営業所 ﾆﾎﾝｽｲﾄﾞｳｶﾝﾛ 神戸　祐二 812-0044 福岡市 博多区千代2-22-8　一豊ビル202号 292-1139 510-0387 東京 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 256 ㈱日本漏防コンサルタント　福岡営業所 ﾆﾎﾝﾛｳﾎﾞｳｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 望月　敏文 819-0002 福岡市 西区姪の浜5-5-6-304 834-3016 834-3017 徳島 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 453 林宗土木㈱ ﾊﾔｼﾑﾈﾄﾞﾎﾞｸ 山田　芳彦 819-0038 福岡市 西区大字羽根戸411-4-1 811-4584 812-0865 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 426 ㈱ヒノ工業 ﾋﾉｺｳｷﾞｮｳ 猪上　高司 811-1123 福岡市 早良区内野4-48-5 804-7701 804-7707 福岡 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 151 フジ地中情報㈱　九州支店 ﾌｼﾞﾁﾁｭｳｼﾞｮｳﾎｳ 吉田　高文 811-1311 福岡市 南区横手1-12-48 687-4682 687-4683 東京 36 諸調査 上下水道管調査 31 測量　 台帳整備（道路、上下水道等） 地図の調製 測量一般

測量等 更新 280 フジテコム㈱　九州支店 ﾌｼﾞﾃｺﾑ 松河　孝次 812-0007 福岡市 博多区東比恵3-4-2 474-3225 474-3894 東京 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 263 ㈱ブルーム ﾌﾞﾙｰﾑ 山﨑　信二 849-5131 唐津市 浜玉町浜崎1901-457 0955-70-4701 0955-70-4711 佐賀 36 諸調査 計量証明（環境）

測量等 更新 29 メディアシステム㈱　福岡営業所 ﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ 古賀　達也 810-0005 福岡市 中央区清川2-2-23-706 525-7061 525-7062 長崎 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 更新 77 ㈱ライフライン　北九州営業所 ﾗｲﾌﾗｲﾝ 山田　知生 802-0072 北九州市 小倉北区東篠崎1-1-15-A402 093-952-8899 093-952-8890 長崎 36 諸調査 上下水道管調査

測量等 新規 146 レキオス・ウォーター（株） 九州支店 ﾚｷｵｽｳｫｰﾀｰ 宮里　豪 810-0001 福岡市 中央区天神2-3-10天神パインクレスト716 518-3587 518-3562 沖縄 36 諸調査 上下水道管調査


