
会員名簿

北海道支部
会員番号 名称 代表者氏名 郵便番号 住所１ 住所２
01-001 株式会社 越山建築設計事務所 越山仁志 001-0901 札幌市北区新琴似１条１０－８－２２
01-002 株式会社 ズコーシャ 高橋宣之 080-0048 帯広市西１８条北１－１７
01-008 株式会社 ノース技研 布村重樹 041-0812 函館市昭和３－２３－１
01-010 株式会社 光栄コンサルタント 紀國隆二 041-0824 函館市西桔梗町８５４－１
01-014 株式会社 舟山組 二本松雅行 090-0065 北見市寿町６－３－４
01-023 株式会社 補償セミナリー 中野　芳 005-0805 札幌市南区川沿５条２－１－３２
01-024 株式会社 北洋設備設計事務所 武井義正 060-0042 札幌市中央区大通西１８－１－９ 大通クイーンハイツ
01-029 山下コンサルタント株式会社 山下吉己 085-0833 釧路市宮本２－４－２１
01-030 北海道調査補償株式会社 佐藤直志 068-0029 岩見沢市９条西１５－２－８
01-032 株式会社 ドボク管理 加藤義玄 090-0837 北見市中央三輪８－１６－７
01-033 株式会社 タナカコンサルタント 田中雄太 053-0052 苫小牧市新開町２－１－３
01-034 パブリックコンサルタント株式会社 長　榮作 060-0005 札幌市中央区北５条西６－１－２３ 第２道通ビル
01-035 東邦コンサルタント株式会社 橋　俊之 084-0906 釧路市鳥取大通４－１６－２３
01-043 和光技研株式会社 細川康司 063-8507 札幌市西区琴似三条７－５－２２
01-044 日本データーサービス株式会社 石原知樹 065-0016 札幌市東区北１６条東１９－１－１４
01-046 明和測量工業株式会社 都松　佳美 068-0004 岩見沢市４条東１１－２－３
01-048 平田技術コンサルタント株式会社 髙瀬裕之 080-0011 帯広市西１条南２２－３－２
01-049 株式会社 富士建設コンサル 山内一賴 078-8213 旭川市三条通２１丁目右１号
01-050 株式会社 田中測量設計 田中一郎 080-0012 帯広市西２条南１７－１２
01-051 株式会社 エル技術コンサルタント 深見実男 060-0005 札幌市中央区北５条西１２丁目２ ベルックス北５ビルＡ館６Ｆ
01-052 アルスマエヤ株式会社 前谷俊幸 004-0054 札幌市厚別区厚別中央４条３－７－１７
01-054 株式会社 シン技術コンサル 重清祐之 003-0021 札幌市白石区栄通２－８－３０
01-056 オオハシコンサルタント株式会社 三上博文 047-0021 小樽市入船１－１－７
01-061 株式会社 空知コンサルタント 後藤　卓 072-0027 美唄市西４条南３－３－１４
01-062 東光コンサルタント株式会社 瀧　茂樹 078-8234 旭川市豊岡４条１０－７－１
01-063 株式会社 日興ジオテック 小山重芳 070-8012 旭川市神居２条１８－２－１２
01-066 サン技術コンサルタント株式会社 島田元樹 093-0041 網走市桂町５－４－１
01-069 ダイシン設計株式会社 本田弘幸 060-0005 札幌市中央区北５条西６－１－２３
01-070 太平洋総合コンサルタント株式会社 工藤　覚 085-0815 釧路市材木町１５－５
01-071 株式会社 高崎 菊地　満 001-0922 札幌市北区新川２条２－１２－２７
01-074 東和コンサルタント株式会社 若本直実 062-0053 札幌市豊平区月寒東３条１６－６－１
01-075 ＨＲＳ株式会社 鈴木貴文 047-0005 小樽市勝納町８－３９
01-076 株式会社 牧野測量 榊　泰範 065-0012 札幌市東区北１２条東１６－２－７
01-077 東和工研株式会社 田中雅人 080-0801 帯広市東１条南１－１０
01-078 一般財団法人 北海道開発協会 是川聡一 001-0011 札幌市北区北十一条西２－２－１７ セントラル札幌北ビル
01-079 アサヒコンサルタント株式会社 川又敏英 059-2401 北海道新冠郡新冠町字本町３６－１
01-080 シバタ技術コンサルタンツ株式会社 柴田英樹 053-0816 苫小牧市日吉町２－４－１８
01-081 株式会社 ドーコン 佐藤謙二 004-8585 札幌市厚別区厚別中央一条５－４－１
01-082 株式会社 イーエス総合研究所 伊藤幸一 007-0895 札幌市東区中沼西五条１－８－１
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東北支部
会員番号 名称 代表者氏名 郵便番号 住所１ 住所２
02-001 株式会社 三和技術コンサルタント 佐藤修司 995-0015 村山市楯岡二日町７－２１
02-002 株式会社 東日本エンジニアリング 阿部忠宏 960-8073 福島市南中央３－１３－３
02-003 株式会社 金子総合鑑定 金子純也 990-0047 山形市旅籠町１－１２－５３
02-005 株式会社 建設相互測地社 安孫子健一 963-8026 郡山市並木４－１２－１８
02-007 エイト技術株式会社 佐藤富一 031-0072 八戸市城下２－９－１０
02-008 東邦技術株式会社 石塚三雄 014-0041 大仙市大曲丸子町２－１３
02-009 北光コンサル株式会社 石川壽人 020-0863 盛岡市南仙北２－３－３５
02-014 東北測量株式会社 有馬宣道 038-0003 青森市大字石江字三好１６７－３
02-019 株式会社 第一測地補償 小柴建造 963-8025 郡山市桑野２－３１－７
02-020 株式会社 東北補償コンサルタント 渡辺　誠 960-8066 福島市矢剣町１８－２６
02-022 株式会社 金沢総合コンサルタンツ 金澤範宜 990-2473 山形市松栄１－６－６１
02-023 株式会社 東開技術 鈴木誠弥 023-0025 奥州市水沢字高網３３
02-024 株式会社 寒河江測量設計事務所 安孫子文剛 991-0003 寒河江市大字西根字長面１５３－１
02-026 大江設計株式会社 本田温夫 992-0042 米沢市塩井町塩野６７４－２
02-027 株式会社 福島調査設計 渡辺　剛 960-8135 福島市腰浜町３２－２８
02-028 株式会社 秋元技術コンサルタンツ 秋元俊通 982-0023 仙台市太白区鹿野２－１０－１４
02-030 株式会社 双葉建設コンサルタント 海藤　剛 996-0002 新庄市金沢字谷地田１３９９－１１
02-031 株式会社 コサカ技研 小坂　明 039-1103 八戸市大字長苗代字上碇田５６－２
02-032 東北エンジニアリング株式会社 土門高大 020-0121 盛岡市月が丘２－８－１２
02-033 福島県建設業協同組合 二瓶重信 960-8061 福島市五月町４－２５
02-034 株式会社 吉田測量設計 吉田久夫 020-0861 盛岡市仙北１－３－１３
02-035 株式会社 東都不動産補償コンサル研究所 佐久間隆使 960-0113 福島市北矢野目字戸ノ内２２－１
02-036 東北測量設計株式会社 石沢憲次 990-0066 山形市印役町５－３－３１
02-037 株式会社 光生エンジニアリング 原田　満 983-0038 仙台市宮城野区新田３－１９－１２
02-041 株式会社 南部測量設計 植田義豊 023-0003 奥州市水沢佐倉河字東幅７
02-043 株式会社 田村測量設計事務所 田村道雄 990-0023 山形市松波４－１２－３
02-044 株式会社 庄内測量設計舎 富樫　仁 999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地 ６９－９
02-045 株式会社 菊池技研コンサルタント 菊池　透 022-0007 大船渡市赤崎町字石橋前６－８
02-046 株式会社 キタコン 佐藤和昭 036-8051 弘前市大字宮川１－１－１
02-047 株式会社 都市整備 石橋　均 010-0945 秋田市川尻みよし町１１－１
02-050 株式会社 大江設計 髙橋淳市 989-3292 仙台市青葉区南吉成３－１－７
02-052 株式会社 春日測量設計 鈴木瑞絵 992-0083 米沢市広幡町成島１２０９－１
02-055 株式会社 石川測量事務所 石川　功 997-0025 鶴岡市日出１－２７－１３
02-056 株式会社 遠藤建築設計事務所 遠藤　暁 013-0046 横手市神明町９－２０
02-057 柴田工事調査株式会社 五十嵐  誠 012-0801 湯沢市岩崎字南五条６１－１
02-058 創和技術株式会社 伊藤隆喜 010-0951 秋田市山王６－２０－７
02-060 株式会社 東コンサルタント 吉田善次郎 970-8026 いわき市平字正内町１０１
02-062 新和設計株式会社 湯澤洋一郎 992-0021 米沢市大字花沢８８０
02-066 株式会社 ウヌマ地域総研 鵜沼順之 010-0965 秋田市八橋新川向１３－１９
02-067 株式会社 岩手補償コンサルタント 高橋　昇 020-0834 盛岡市永井２３地割１７－１
02-068 株式会社 横山測量設計事務所 横山きく子 993-0052 長井市新町１０－５
02-071 株式会社 一測設計 藤原勝広 021-0902 一関市萩荘字竹際３３－５
02-073 協栄測量設計株式会社 佐藤直之 990-0822 山形市北山形１－４－１３
02-074 大和工営株式会社 後藤信一 996-0053 新庄市大字福田字福田山７１１－４３
02-075 株式会社 都市技術 渡辺弘志 963-8042 郡山市不動前１－１
02-077 陸奥テックコンサルタント株式会社 伊藤清郷 963-8011 郡山市若葉町１７－１８
02-079 株式会社 北陽技術コンサルタント 小松　傅 015-0835 由利本荘市八幡下４４－２
02-080 株式会社 みちのく計画 間山　昭 030-0947 青森市浜館１－１４－３
02-081 シンコウ補償株式会社 武田　勉 010-0953 秋田市山王中園町３－２９
02-087 株式会社 石川技研コンサルタント 井上秀次郎 010-0955 秋田市山王中島町４－１
02-089 三協コンサルタント株式会社 大髙廣志 994-0062 天童市長岡北１－２－１
02-092 株式会社 アクト技術開発 阿部日出也 023-0841 奥州市水沢区真城字北舘３６－３
02-093 株式会社 桑折コンサルタント 桑折秀彦 982-0031 仙台市太白区泉崎１－１８－７
02-094 株式会社 中央測量設計 及川秀一 023-0035 奥州市水沢字赤土田９－７
02-095 中井測量設計株式会社 中井昭樹 022-0102 大船渡市三陸町吉浜字上野２９－１
02-096 株式会社 ケンコン 遠藤貞昭 992-0047 米沢市徳町４５
02-098 株式会社 東建工営 森井淳司 981-1227 名取市杜せきのした１－２－７
02-103 株式会社 東友東亜技術コンサルタント 安藤和幸 960-8051 福島市曽根田町７－３１
02-104 株式会社 岩手開発測量設計 菊地信和 020-0125 盛岡市上堂３－１８－３３
02-107 東北建設コンサルタント株式会社 櫻田隆夫 036-8095 弘前市大字城東５－７－５
02-108 株式会社 成和技術 佐々木浩二 999-4225 尾花沢市若葉町４－１－１
02-109 株式会社 岩沢測量コンサル 岩澤　進 039-1166 八戸市根城５－１５－２２
02-111 株式会社 三協エンジニアリング 島貫傳左エ門 992-0093 米沢市六郷町西藤泉１６８－２
02-113 株式会社 菅野測量設計事務所 岸　健一郎 991-0065 寒河江市大字中郷４８１
02-114 株式会社 工藤測量設計 伊藤繁広 990-0832 山形市城西町３－７－３０
02-116 株式会社 大成コンサル 葛西公之 036-8171 弘前市大字取上５－１２－７
02-117 株式会社 藤森測量設計 藤森義浩 028-0012 久慈市新井田第４地割１３－１
02-120 株式会社 結城測量設計コンサルタント 小林　繁 999-6101 山形県最上郡最上町大字向町８９６－４
02-121 大橋調査株式会社 阿部睦美 984-0051 仙台市若林区新寺１－６－８－３０３ チサンマンション第３仙台
02-124 東和測量設計株式会社 花等茂敏 990-2473 山形市松栄１－６－５８
02-128 株式会社 朝日測量設計事務所 小林敏郎 990-2412 山形市松山３－５－１５
02-130 株式会社 三和技術 太田　昇 038-3662 青森県北津軽郡板柳町大字板柳字岡本 １５－１５
02-131 株式会社 眞宮技術 眞宮　昌 010-0951 秋田市山王５－１１－９
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02-133 株式会社 舘建設コンサルタント 舘　良和 031-0073 八戸市売市２－１－２５
02-135 株式会社 ユタカ設計 塚田　勝 010-0916 秋田市泉北１－１９－１８
02-136 株式会社 東日本建設コンサルタント 木町元康 974-8261 いわき市植田町林内２６－５
02-137 株式会社 出羽測量設計 齋藤　徹 998-0828 酒田市あきほ町６６６－１
02-140 株式会社 八光コンサルタント 奈良　勇 038-0031 青森市大字三内字丸山３９４－１０６
02-141 株式会社 鈴木久測量設計事務所 鈴木　繁 997-0837 鶴岡市道田町２７－２６
02-142 株式会社 東英 奈良英実 038-3124 つがる市木造朝日４
02-143 株式会社 ユーアール補償技術研究所 紺野陽美奈 963-8052 郡山市八山田５－４２３
02-145 松田測量設計株式会社 松田剛志 970-8026 いわき市平字三倉６９－６
02-146 株式会社 第一補償コンサルタント 伊藤高広 010-0953 秋田市山王中園町１１－３８
02-148 株式会社 秋田総合建設センター 田仲英之 014-0063 大仙市大曲日の出町１－４５－１０
02-149 株式会社 日測コンサルタント 斉藤春男 030-0903 青森市栄町１－１－２１
02-151 第一航業株式会社 東北支社 鈴木　茂 021-0902 一関市萩荘字竹際３９－１
02-152 株式会社 測地コンサルシステム 斎藤敏光 030-0947 青森市浜館１－５－２
02-153 株式会社 コンテック東日本 金　隆夫 030-0122 青森市大字野尻字今田９１－３
02-155 株式会社 鈴木測量設計 鈴木史章 027-0023 宮古市磯鶏沖１２－１８
02-158 東信技術株式会社 成田信秀 038-3145 つがる市木造千代町１００－１
02-159 株式会社 サトー技建 加藤一也 984-0816 仙台市若林区河原町１－６－１
02-160 株式会社 エヌティーコンサルタント 田口敬芳 020-0114 盛岡市高松２－３５－２８
02-162 株式会社 寒河江技術コンサルタント 軽部洋一 991-0003 寒河江市大字西根字石川西４０４－３
02-165 株式会社 スズマ測量設計 下川原章勝 028-0023 久慈市新中の橋３７－１０１－１３
02-166 株式会社 常磐測量設計 工藤秀雄 037-0621 五所川原市大字豊成字田子ノ浦９２－７
02-167 株式会社 三栄 目時富男 034-0014 十和田市東二十一番町１－１
02-168 株式会社 北日本朝日航洋 井上暢生 020-0823 盛岡市門２－１－１
02-170 国際航業株式会社 東北支社 中村加州男 984-0051 仙台市若林区新寺１－３－４５
02-171 新産測量株式会社 永瀬正之 034-0041 十和田市大字相坂字白上４－２０３
02-172 株式会社 菅野測量設計 本間政人 999-4221 尾花沢市大字尾花沢４９６４－６
02-174 エイコウコンサルタンツ株式会社 山内一晃 039-1103 八戸市大字長苗代字下亀子谷地１１－２
02-176 株式会社 アイテック 阿部信孝 033-0022 三沢市大字三沢字南山１１－２５
02-179 東陽測量設計株式会社 中野慎一 034-0015 十和田市東二十二番町２２－４１
02-181 技苑コンサル株式会社 村上能之 018-3301 北秋田市綴子字古関１２０－６
02-183 株式会社 開発技研 小笠原都義 030-0962 青森市佃２－２２－２１
02-188 セントラル技研株式会社 佐藤　靖 036-8076 弘前市大字境関１－４－１
02-189 株式会社 興和 佐々木公雄 039-1101 八戸市大字尻内町字尻内河原６５－１
02-193 株式会社 しんとう計測 小川乃里子 030-0844 青森市桂木４－６－２３
02-196 アークコンサル株式会社 来海天將 030-0124 青森市大字田茂木野字阿部野１－５
02-197 株式会社 協同測量設計センター 加藤賢一 996-0011 新庄市東谷地田町７－５
02-198 株式会社 青秋 平　哲郎 039-1104 八戸市大字田面木字上田面木５３－４
02-199 サンエスコンサルタント株式会社 鈴木清士 020-0857 盛岡市北飯岡１－５－８
02-200 株式会社 中央測量設計事務所 石垣卓雄 999-3711 東根市中央４－１３－３５
02-201 秀和設計コンサルタント株式会社 成田秀治 038-3141 つがる市木造浮巣９７－２
02-202 株式会社 水建技術 宇佐見昭一 010-1421 秋田市仁井田本町６－４－１１
02-203 みちのくコンサルタント株式会社 柴田　久 980-0871 仙台市青葉区八幡１－４－１６
02-204 株式会社 土木技研 佐藤悟 020-0839 盛岡市津志田南２－１６－２０
02-206 株式会社 東北構造社 辻川友博 980-0014 仙台市青葉区本町２－２－３
02-207 株式会社 総合土木コンサルタンツ 佐々木知徳 021-0902 一関市萩荘字金ケ崎３３－１
02-208 株式会社 東北パシフィック 赤間義則 983-0044 仙台市宮城野区宮千代１－１８－３
02-209 株式会社　大和エンジニア 細川靖彦 998-0824 酒田市大宮町１－４－５
02-210 株式会社 三共コンサルタント 菅野　守 960-8151 福島市太平寺字一本柳６７－４
02-211 株式会社 山形用地補償研究所 那須靖彦 999-3716 東根市大字蟹沢２１９８－３
02-212 株式会社 郡山測量設計社 野中春夫 963-8041 郡山市富田町字十文字５４－３
02-213 株式会社 大洋測量設計社 工藤佳晴 990-0821 山形市北町３－１０－１９
02-214 株式会社 測地コンサルタント 髙橋  敦 011-0902 秋田市寺内堂ノ沢２－１－１
02-215 株式会社　東北プランニング 浅倉かつえ 023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字杉本124
02-216 株式会社　大和コンサルタント 今　武親 036-0357 黒石市追子野木１－４８８－１
02-217 株式会社 克技術設計 横尾禎司 999-3711 東根市中央１－８－１９
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関東支部
会員番号 名称 代表者氏名 郵便番号 住所１ 住所２
03-005 三陽補償コンサルタント株式会社 平岩栄一 104-0032 東京都中央区八丁堀２－２９－１１
03-008 株式会社 公共用地補償研究所 芳村　巖 321-0166 宇都宮市今宮２－１３－１２
03-011 鈴木測量株式会社 鈴木和成 260-0015 千葉市中央区富士見２－１９－７
03-013 株式会社 中央不動産鑑定所 田島　洋 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３-１１-１０ PMO日本橋茅場町2階
03-014 株式会社 ホカゾノ設計 外園和弘 320-0055 宇都宮市下戸祭２－１５－１８
03-018 株式会社 関東補償コンサルタント 井坂　雄 300-0821 土浦市蓮河原新町１－３２
03-020 株式会社 埼玉中央 金井塚一哉 356-0051 ふじみ野市亀久保４－１０－１
03-021 巧建業株式会社 飛田賢一 331-0814 さいたま市北区東大成町２－５２２－３
03-038 サンコーコンサルタント株式会社 野村秀行 136-8522 東京都江東区亀戸１－８－９
03-042 一般財団法人 日本不動産研究所 日原洋文 105-8485 東京都港区虎ノ門１－３－１ 東京虎ノ門グローバルスクエア
03-043 株式会社 篠原設計 篠原直哉 321-4364 真岡市長田４－１５－２
03-049 公益社団法人 東京都建設事業協会 齋藤麻実 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町１７－９ さとうビル２階
03-053 株式会社 新都 小口大助 170-0013 東京都豊島区東池袋４－２４－３ ジブラルタ生命池袋ビル８階
03-058 株式会社 ランド・コンサルタント 長尾圭司 170-0004 東京都豊島区北大塚２－２７－３
03-066 昭和株式会社 本島哲也 114-0016 東京都北区上中里１－１１－８
03-071 株式会社 総研 小岩圭一 320-0036 宇都宮市小幡２－４－５
03-074 澤野法律不動産鑑定事務所 澤野順彦 231-0013 横浜市中区住吉町５－５７
03-080 株式会社 横打 横打　研 275-0024 習志野市茜浜１－２－１８
03-083 株式会社 間瀬コンサルタント 間瀬  哲 157-0067 東京都世田谷区喜多見９－４－７
03-088 株式会社 オオバ 辻本　茂 101-0054 東京都千代田区神田錦町３－７－１ 興和一橋ビル
03-091 株式会社 吉野アプレイザル 吉野禎一 330-0061 さいたま市浦和区常盤１－４－２３
03-096 株式会社 日測 辻畑直政 102-0083 東京都千代田区麹町４－３
03-097 株式会社 日本補償総合研究所 坪田英美 169-0075 東京都新宿区高田馬場１－２８－１０
03-102 株式会社 南建設 吉田順一 369-1305 埼玉県秩父郡長瀞町大字長瀞５００－２
03-103 芝測量建築設計株式会社 高橋　到 333-0847 川口市芝中田２－５－２３
03-105 オリエンタル測量株式会社 戸村利之 260-0012 千葉市中央区本町１－６－１０
03-106 株式会社 ＵＲリンケージ 西村志郎 135-0016 東京都江東区東陽２－４－２４
03-107 株式会社 協和テクノ 殿村雅史 370-0041 高崎市東貝沢町３－３４－１０
03-109 株式会社 東京用地補償 若松裕司 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町２－１６－４ 柴宗ビル３階
03-110 大和測量設計株式会社 瀬川信也 168-0081 東京都杉並区宮前４－２６－２９
03-117 株式会社 高崎測量 和田　隆 370-0002 高崎市日高町５８０
03-119 株式会社 ＮＩＳＳＯ 後藤誠司 101-0025 東京都千代田区神田佐久間町１－２５
03-121 昭和測量株式会社 小林日登士 400-0032 甲府市中央３－１１－２７
03-122 日南技術株式会社 都丸　治 350-2203 鶴ヶ島市大字上広谷４２８
03-124 株式会社 松栄設計 松本光栄 312-0062 ひたちなか市高場３－１－３
03-127 株式会社 ミカミ 三上靖彦 311-4153 水戸市河和田町４４７１－４５
03-129 株式会社 ニッコー 山田恭平 320-0808 宇都宮市宮園町８－１１
03-132 宇都宮測量株式会社 佐藤達男 320-0838 宇都宮市吉野１－８－６
03-139 望月測量設計株式会社 望月俊人 409-2531 山梨県南巨摩郡身延町梅平２４８３－７４
03-141 中央技術株式会社 八木岡正芳 310-0902 水戸市渡里町３０８２
03-143 三陽技術コンサルタンツ株式会社 吉岡武宏 379-2154 前橋市天川大島町３－８－３
03-144 関東測量株式会社 伊藤成樹 371-0031 前橋市下小出町３－２－７
03-145 協和測量設計株式会社 堀江育男 320-0053 宇都宮市戸祭町３０１８－６
03-146 共同測量株式会社 吉原清寿 310-0851 水戸市千波町３６９－１
03-147 株式会社 黒岩測量設計事務所 黒岩和久 371-0044 前橋市荒牧町１－４０－２４
03-149 晃洋設計測量株式会社 蓼沼恒男 326-0021 足利市山川町６５６－１
03-152 協和補償コンサルタント株式会社 平山貴祥 370-0802 高崎市並榎町１１５
03-153 株式会社 協同測量社 中澤健爾 380-8577 長野市大字安茂里６７１
03-154 株式会社 富士エンジニアリング 松山中成 400-0053 甲府市大里町１４８－２
03-157 日研測量株式会社 大島　薫 329-3147 那須塩原市東小屋３１８
03-158 疾測量株式会社 石井猛雄 400-0115 甲斐市篠原１４３６－１
03-159 株式会社 内田測量 内田哲郎 388-8004 長野市篠ノ井会１３－３
03-160 武州測量株式会社 笠原俊也 355-0077 東松山市上唐子１４９４－２１
03-161 株式会社 栃木県用地補償コンサルタント 本橋義也 328-0012 栃木市平柳町１－１５－６
03-162 株式会社 サンテックインターナショナル 升ノ内元二 136-0071 江東区亀戸５－８－９
03-163 株式会社 コーエーコンサルタント 小宮清治 225-0003 横浜市青葉区新石川２－１５－９
03-170 昭栄測量株式会社 仲宗根　一 333-0855 川口市芝西１－１６－７－１０１
03-171 株式会社 京北設計事務所 内村　登 171-0022 東京都豊島区南池袋２－４７－６ パレス南池袋５０４号室
03-172 株式会社 新協コンサルタント 小川勝彦 220-0041 横浜市西区戸部本町４５－４ 髭内ビル２０１
03-173 東洋測量設計株式会社 坂本真治 400-0856 甲府市伊勢１－４－１１
03-174 株式会社 北武蔵調査測量設計事務所 今井一昭 360-0817 熊谷市新島４１３－５
03-175 株式会社 ミカミ・アイエヌジー 三上保夫 350-0034 川越市仙波町３－１３－２
03-176 株式会社 公共補償コンサルタント 江橋圀彦 310-0853 水戸市平須町４－２７
03-177 株式会社 石川綜合設計 山崎秀夫 379-2107 前橋市荒口町３６４－３
03-178 株式会社 神山設計 田村修作 371-0016 前橋市城東町４－２－１８
03-179 株式会社　ケイ・データエンジニア 山本孝夫 400-0504 山梨県南巨摩郡富士川町小林３８２－１
03-180 井田起業株式会社 井田正志 367-0201 本庄市児玉町高関６６
03-183 第一測工株式会社 小堀俊明 320-0831 宇都宮市新町２－６－１０
03-184 株式会社 ちばとち 鴇田真吾 260-0032 千葉市中央区登戸１－２３－１６
03-188 本庄測量設計株式会社 奈良橋秋夫 367-0051 本庄市本庄３－５－７
03-189 ワコウ環境調査株式会社 糠信　恵 160-0022 東京都新宿区新宿１－２６－９
03-191 東洋測量設計株式会社 戸部康彦 321-0158 宇都宮市西川田本町４－２－１３
03-192 株式会社 冨永調査事務所 冨永伸樹 370-0864 高崎市石原町３２０７－１
03-194 高木測量株式会社 津嶋忠男 286-0045 成田市並木町８５
03-195 株式会社 四門 寶土大亮 101-0061 東京都千代田区神田三崎町２－４－１
03-197 株式会社 アンドー 坪井利幸 390-0851 松本市大字島内３４８１－１
03-198 株式会社 第一調査コンサルタント 市川敦規 216-0004 川崎市宮前区鷺沼１－２５－２６ リエル鷺沼１０２
03-200 株式会社 用地・環境調査センター 大久保輝幸 330-0064 さいたま市浦和区岸町７－６－１３ 埼玉県パンビル２Ｆ
03-201 国内調査測量株式会社 永田　薫 277-0825 柏市布施８５４－２
03-202 総武調査工業株式会社 飛田正彦 262-0006 千葉市花見川区横戸台４６－３
03-204 株式会社 山田工務所 山田美光 371-0024 前橋市表町２－９－１５
03-210 株式会社 コクドリサーチ 﨑川　修 206-0023 東京都多摩市馬引沢１－９－６
03-211 オリエンタル技術開発株式会社 増井　宏 328-0125 栃木市吹上町１３０９－１
03-212 株式会社 京浜調査設計 石井　誠 231-0027 横浜市中区扇町３－８－８ 関内ファーストビル
03-214 株式会社 宮原設計測量 由本　圭 331-0825 さいたま市北区櫛引町２－２７１－１
03-216 技研コンサル株式会社 嶋田大和 371-0033 前橋市国領町２－２１－１２
03-217 株式会社 つくも 中嶋敏夫 299-3251 大網白里市大網６５２－３
03-219 株式会社 コイデ 伊藤　敦 371-0804 前橋市六供町７７６－１
03-220 都市開発リサーチ株式会社 橘井雄二 341-0024 三郷市三郷１－１－１０ 徳重ビル
03-224 株式会社 アタル開発 中田康祐 344-0067 春日部市中央４－７－４
03-225 藤和航測株式会社 安原達也 379-2154 前橋市天川大島町９７
03-230 那須測量株式会社 青栁繁延 325-0013 那須塩原市鍋掛１０８７－３０
03-232 NiX三喜株式会社 米島秀浩 310-0852 水戸市笠原町１１９１－２
03-234 中部測量株式会社 古幡和浩 390-1701 松本市梓川倭３０８５－１
03-235 株式会社 建成社 山下洋一 220-0072 横浜市西区浅間町５－３８７－８
03-237 パイロット測量設計株式会社 堀内昭宏 403-0017 富士吉田市新西原２－２６－１
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03-238 株式会社 嶺水 小山忠孝 395-0003 飯田市上郷別府１８２－１
03-241 八紘測量開発株式会社 牧野光秋 283-0006 東金市東新宿１９－４
03-245 株式会社 みすず綜合コンサルタント 増沢延男 386-1102 上田市上田原１０７３－４
03-253 茨城測量設計株式会社 木村昭寿 310-0836 水戸市元吉田町７１４－３
03-257 株式会社 フジ技研 井出一彦 386-0002 上田市大字住吉１０４－１
03-258 平和フィールド株式会社 稲見清和 350-1304 狭山市狭山台３－１４－８
03-261 株式会社 飯田コンサルタント 下平勝史 395-0822 飯田市松尾寺所７３４３
03-262 株式会社 北測 北原勝美 399-4431 伊那市西春近下島２８７５－３
03-263 株式会社 古田設計 新井健次 336-0026 さいたま市南区辻４－１６－１５
03-265 有限会社 木村建築補償コンサルタント 木村理恵 310-0804 水戸市白梅１－６－３１
03-268 二葉測量設計株式会社 川原久男 155-0032 東京都世田谷区代沢３－７－１０
03-270 中央建鉄株式会社 平石雅也 169-0075 東京都新宿区高田馬場２－２－１３
03-271 株式会社 八雲コンサルタント 高村信孝 169-0074 東京都新宿区北新宿１－４－７
03-272 開発技術株式会社 石川晋仁 371-0846 前橋市元総社町９４７－１１
03-274 日昌測量設計株式会社 関　昌也 320-0071 宇都宮市野沢町４７２－１９
03-275 株式会社 しな測 工藤千麻琴 389-2253 飯山市大字飯山９５５－１
03-277 ＪＲＥ日本不動産鑑定コンサルタント株式会社 清宮昭男 104-0031 東京都中央区京橋１－４－１１ 竹本ビル３階
03-278 馬場測量設計株式会社 馬場規生 396-0014 伊那市狐島４０１２
03-280 大和航空株式会社 近藤眞通 110-0003 東京都台東区根岸３－３－１８ ダイワビル
03-281 東亜サーベイ株式会社 田﨑瑞穂 320-0861 宇都宮市西２－５－２０
03-283 中央環境株式会社 川﨑松枝 169-0073 東京都新宿区百人町２－１－１２ エルズ百人町ビル
03-284 画地測量設計株式会社 加藤誠一 152-0011 東京都目黒区原町１－１２－１２
03-285 株式会社 湘南 大嶌永一郎 259-1331 秦野市堀西７－１
03-287 光和測量株式会社 渡邉信一郎 297-0029 茂原市高師３２－１
03-289 新井調査設計株式会社 村上昭一 370-1203 高崎市矢中町７９１－４
03-291 株式会社 セントラル測量 石上明彦 350-0253 坂戸市北大塚４９０－８
03-292 高瀬測量設計株式会社 高瀬映仁 355-0012 東松山市日吉町１－１６
03-294 株式会社 八州 武部泰三 135-0042 東京都江東区木場５－８－４０ 東京パークサイドビル４階
03-296 三協測量設計株式会社 細沼英一 354-0044 埼玉県入間郡三芳町大字北永井３９１－３
03-298 株式会社 ヤマト設計 黒子基志 321-4309 真岡市東光寺１－５－３
03-299 株式会社 長姫 森脇慎一郎 395-0154 飯田市下殿岡２０６
03-300 株式会社 カクシン 河田延彦 331-0061 さいたま市西区西遊馬１２７０－１
03-301 三立調査設計株式会社 阿部浩幸 323-0041 小山市大字大行寺９０３
03-302 株式会社 コウノ 河野哲臣 310-0841 水戸市酒門町３２９４－１３
03-303 朝日測量株式会社 関根典昭 372-0014 伊勢崎市昭和町３９２５
03-304 カツミテクノ株式会社 坂本哲朗 331-0052 さいたま市西区三橋６－１５２－２
03-305 株式会社 中庭測量コンサルタント 中庭基雄 144-0052 大田区蒲田５－３８－３
03-307 株式会社 地測設計 白石正勝 371-0847 前橋市大友町２－２８－３
03-309 株式会社 利根調査設計 中島秀樹 170-0013 東京都豊島区東池袋２－９－７ ユタカビル４Ｆ
03-310 富岡測量設計株式会社 桐淵　渉 370-2343 富岡市七日市６９８
03-314 東洋測量設計株式会社 蜂須賀和子 371-0852 前橋市総社町総社８６８－１３
03-318 株式会社 第一設計 大内賢一 312-0024 ひたちなか市大字勝倉２６７１－１
03-319 共進調査設計株式会社 小林　武 339-0057 さいたま市岩槻区本町５－４－３
03-321 株式会社 飯山補償設計 渡辺利文 320-0065 宇都宮市駒生町１３５９－８４
03-322 西武測量設計株式会社 森　郁也 350-0415 埼玉県入間郡越生町大字上野６４７－６
03-324 株式会社 かつら設計 中村直樹 311-4303 茨城県東茨城郡城里町石塚９３１-３
03-325 司測量設計調査株式会社 吉野淳司 350-1101 川越市大字的場１２８１－２１
03-328 第一測量株式会社 藤本秀昭 403-0007 富士吉田市中曽根３－２－２４
03-332 昭和測量設計株式会社 鈴木民男 232-0053 横浜市南区井土ヶ谷下町４５－１
03-333 株式会社 タイヨーエンジニヤ 佐藤芳明 389-0512 東御市滋野乙１３０２
03-334 株式会社 広和設計 三上咲久 310-0847 水戸市米沢町１６６－５
03-336 プロファ設計株式会社 杉山　祟 379-2214 伊勢崎市下触町６２９－１
03-337 株式会社 東光測建 鈴木　繁 215-0033 川崎市麻生区栗木２１３－５
03-338 三陽用地株式会社 市川博美 300-0048 土浦市田中３－８－３２ 土浦学園通りビル
03-341 株式会社 総合不動産鑑定コンサルタント 菊池洋三 170-0013 東京都豊島区東池袋３－４－３ 池袋イーストビル２Ｆ
03-342 横浜エンジニアリング株式会社 草島　豊 231-0031 横浜市中区万代町１－２－１２
03-343 一般財団法人 公共用地補償機構 小関正彦 112-0013 東京都文京区音羽２－２－２
03-345 株式会社 田山建築補償コンサルタント 田山　功 312-0011 ひたちなか市中根３６００－１６７
03-346 株式会社 測設 酒井千富 371-0857 前橋市高井町１－１３－１６
03-349 日本測地設計株式会社 松崎明毅 169-0075 東京都新宿区高田馬場３－２３－６
03-351 ケーエス・コンサルタント株式会社 浅倉文雄 292-0821 木更津市桜町２－６－１
03-353 株式会社 日建補償設計 佐藤忠範 368-0005 秩父市大野原２２７４－３
03-354 株式会社 富士技術サービス 渡辺　司 270-0235 野田市尾崎３２－１
03-355 株式会社 トーアテック 五十嵐完治 221-0824 横浜市神奈川区広台太田町４－２３
03-356 株式会社 日研コンサル 谷本直樹 390-0841 松本市渚２－５－６
03-357 株式会社 測研 田村義一 370-3517 高崎市引間町７１２－２
03-359 株式会社 レック 石井　茂 261-0023 千葉市美浜区中瀬１－３ 幕張テクノガーデンＣＢ棟３階
03-362 株式会社 ビーシープラニング 藤岡俊信 221-0834 横浜市神奈川区台町１４－１３
03-364 株式会社　ジステック 山口博司 300-0823 土浦市小松３－２４－２５
03-368 株式会社 アイワ技研 髙田正道 300-0007 土浦市板谷６－６５１－２０３
03-370 株式会社 共進補償コンサルタント 小柴晴貴 260-0834 千葉市中央区今井２－１４－１３
03-373 米弥工業株式会社 亀和田　薫 320-0072 宇都宮市若草３－１２－５
03-375 日測株式会社 髙橋洋一 264-0032 千葉市若葉区みつわ台２－４－２
03-376 株式会社 小橋 小橋　実 252-0206 相模原市中央区淵野辺４－１９－１８
03-378 補償コンサルタント協同組合 藤木宏昌 169-0075 東京都新宿区高田馬場２－２－１３
03-379 都市設計株式会社 佐藤好彦 372-0812 伊勢崎市連取町３２８２－６
03-383 東洋技建株式会社 榎本敦幸 101-0052 東京都千代田区神田小川町２－６－３
03-385 株式会社 博信技建 栗原啓太 273-0025 船橋市印内町５７０－１ 鎌倉ビル
03-387 株式会社 礎積算 中嶋  豊 339-0074 さいたま市岩槻区大字本宿２３２
03-390 富士測量株式会社 小倉  満 287-0011 香取市津宮２２７２
03-393 株式会社 公共用地補償研究所 矢口達朗 311-4145 水戸市双葉台５－７８３－１３
03-395 東日本総合計画株式会社 樋口智彦 330-0854 さいたま市大宮区桜木町１－１１－５
03-396 株式会社 フタバ調査設計 中谷優儀 266-0031 千葉市緑区おゆみ野４－２５－１３
03-397 株式会社 ランドサーベイ 白石晴生 212-0015 川崎市幸区柳町６－２
03-398 株式会社 横田調査設計 横田　拓 370-1213 高崎市山名町６０６－５
03-400 株式会社 峡東測量設計 古屋文仁 405-0006 山梨市小原西１１４５
03-401 アイワ測量設計株式会社 鳥海　清 292-0833 木更津市貝渕４－１１－２９
03-404 互恵補償コンサルタント株式会社 松本常幸 260-0013 千葉市中央区中央３－１４－１１
03-405 株式会社 茨城用地補償 髙野茂雄 310-0841 水戸市酒門町１６２－２
03-406 空間情報サービス株式会社 古里　弘 260-0013 千葉市中央区中央３－１０－６
03-409 株式会社 リナン 望月浩也 409-2531 山梨県南巨摩郡身延町梅平２４４４－５
03-411 株式会社 小山補償設計 滝沢重雄 323-0829 小山市東城南４－１４－４
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03-417 長姫調査設計株式会社 藤澤　亘 395-0071 飯田市今宮町４－２０
03-418 神奈川調査設計株式会社 鈴木正道 259-1132 伊勢原市桜台３－１４－１１
03-422 株式会社 カワイ 川井信二 406-0801 笛吹市御坂町成田２０３４
03-426 株式会社 松下設計 松下充孝 338-0001 さいたま市中央区上落合１－８－１２
03-428 旭工榮株式会社 古澤憲雄 361-0073 行田市行田１３－１２
03-430 株式会社 佐々木設計 佐々木修真 255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯２０５０
03-431 株式会社 シグマ技研 中村　優 400-0062 甲府市池田１－１０－１８
03-432 有限会社 水戸建築補償コンサルタント 髙山　真 310-0004 水戸市青柳町４３７７－２
03-434 株式会社 塩崎テクノブレイン 折原俊昭 346-0005 久喜市本町４－５－３７
03-435 株式会社 ジャパンアセスメントオフイス 藤木宏昌 170-0005 東京都豊島区南大塚２－４５－４ 三栄ビル
03-437 アコン測量設計株式会社 田口慎也 379-2116 前橋市今井町５２１－２
03-440 株式会社 坂田測量設計事務所 坂田昇一 349-1103 久喜市栗橋東２－１－２３
03-441 株式会社 アミノ測量 網野和人 404-0037 甲州市塩山西広門田２６９
03-442 株式会社 真和技研 杉山俊介 321-4351 真岡市中２８７－３
03-443 株式会社 大洋画地 遠藤秀徳 332-0031 川口市青木４－７－３
03-447 一般社団法人 関東地域づくり協会 奥野晴彦 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－１６ マルキュービル
03-449 株式会社 茨城四門 飯村　修 310-0803 水戸市城南１－２－３８ 岩間ビル３Ｆ
03-453 株式会社 都市開発コンサルタント 小田　忠 320-0051 宇都宮市上戸祭町５２０－８
03-454 株式会社 富士測量 浅見祐二 360-0816 熊谷市石原１２８７－１６
03-456 株式会社 エムツウ補償構造設計 松本喜博 336-0031 さいたま市南区鹿手袋３－２２－２１
03-459 株式会社 シャトーシーピー 細谷順義 389-0502 東御市鞍掛３８３－９
03-462 株式会社 アクアテルス 片桐克己 330-0854 さいたま市大宮区桜木町１－１０－２
03-464 株式会社 ＯＭＴ 小俣謙二 402-0051 都留市下谷３－２－３
03-466 株式会社 大成技研 山本敦久 320-0845 宇都宮市明保野町２－１０ 共栄ビル３階
03-467 玉川測量設計株式会社 和気一秋 329-2145 矢板市富田４２４－１０
03-468 浦和測量設計株式会社 神田　晋 330-0045 さいたま市浦和区皇山町３６－１２
03-473 株式会社 大和設計 大内和典 310-0815 水戸市本町３－１０－２６
03-475 中央測工株式会社 渡辺　肇 320-0826 宇都宮市西原町３２８２－７
03-476 株式会社 ユーアール測量設計 川上陽次郎 384-0027 小諸市六供１－３－１７
03-479 第一測量設計株式会社 富岡重孝 336-0042 さいたま市南区大谷口５５８６
03-486 株式会社 ワイド 加納一憲 396-0026 伊那市西町５８４５－１
03-489 株式会社 大輝 岡野一徳 183-0042 東京都府中市武蔵台３－７－８
03-497 富士測地株式会社 及川　幸泰 333-0842 川口市前川３－５２－１０
03-498 根本測量株式会社 根本敬子 298-0204 千葉県夷隅郡大多喜町船子３０－３
03-500 日本補償設計株式会社 尾碕圭一 130-0013 東京都墨田区錦糸１－２－１ アルカセントラル１２階
03-501 株式会社 五永建築コンサルタント 平中欣明 240-0067 横浜市保土ケ谷区常盤台２１－３１－６０２
03-504 株式会社 三条工測 横山義見 323-0012 小山市大字羽川５０５－１
03-506 株式会社 千葉四門 田上敏也 260-0021 千葉市中央区新宿２－１－２０ 結城野ビル２
03-507 株式会社 ジッソク 溝口　豊 399-4117 駒ヶ根市赤穂１３７８－２
03-508 株式会社 用地補償システムズ 菊川俊英 273-0032 船橋市葛飾町２－３４１－３
03-509 株式会社 ショーサン 長谷川敬司 349-1117 久喜市南栗橋１－１－５
03-510 株式会社 オーガニック国土計画 長谷部正美 337-0051 さいたま市見沼区東大宮７－４３－４
03-511 株式会社 シンセイコンサルタント 池田伸生 344-0046 春日部市上蛭田１４８－９
03-513 株式会社 武蔵野環境リサーチ 齋藤邦夫 207-0014 東大和市南街１－８－１２
03-515 株式会社 広国設計 廣江佳行 251-0871 藤沢市善行７－９－１０
03-517 株式会社 創和測量コンサルタンツ 大沢　隆 236-0053 横浜市金沢区能見台通７－６ ＳＯＷＡ能見台ビル
03-518 大東測図株式会社 佐藤金義 336-0025 さいたま市南区文蔵２－２５－１４
03-519 株式会社 新日本エグザ 日水正敏 331-0812 さいたま市北区宮原町４－１４－１０
03-521 株式会社 二葉補償リサーチ 上田　功 169-0075 東京都新宿区高田馬場２－１４－９ 明芳ビル６０１
03-523 株式会社 広彩コンサルタント 樋口哲夫 231-0011 横浜市中区太田町４－５５ 横浜馬車道ビル
03-525 株式会社　ボーソーテック 柴  一規 264-0025 千葉市若葉区都賀４－８－１８ ショー・エム都賀２０１号
03-526 株式会社 コーケン 石塚貴大 297-0073 茂原市長尾２６８３－２８
03-527 日本都市技術株式会社 東日本支社 小前　繁 271-0091 松戸市本町１４－１
03-528 埼玉測量設計株式会社 小山祥史 330-0061 さいたま市浦和区常磐９－５－８
03-529 株式会社 中央クリエイト 根岸政夫 162-0042 東京都新宿区早稲田町８１
03-530 株式会社 ヤチホ 井原　功 162-0845 東京都新宿区市谷本村町３－２２
03-531 株式会社　共栄測量設計社 松林直人 381-0012 長野市大字柳原３４４－３
03-532 株式会社 エープランニング 原口浩如 167-0043 東京都杉並区上荻１－１５－１
03-534 株式会社 アール・ディー・エー 髙島敏彦 273-0024 船橋市海神町南１－１５６９－１－６１２
03-536 吉田測量設計株式会社 千葉博之 350-0152 埼玉県比企郡川島町上伊草１４２７－１
03-537 株式会社 アイ・イー・エルコンサルタント 作田　博 214-0014 川崎市多摩区登戸２２５８
03-538 株式会社　ネクスト・ワン 久松一則 169-0075 東京都新宿区高田馬場４－３７－１５
03-539 株式会社 大昌都市企画 藤生篤宏 190-0012 東京都立川市曙町１－１６－４
03-541 株式会社 みらい 稲生治雄 286-0117 成田市三里塚光ケ丘１－３４６
03-542 株式会社 アイシーエス 川原　幹 330-0043 さいたま市浦和区大東１－３６－１０
03-543 東亜測地株式会社 平岡将征 344-0115 春日部市米島３４９－３
03-544 株式会社 カワコン 吉田直人 213-0002 川崎市高津区二子６－１４－１０
03-545 株式会社 新洋技研 折笠宏之 260-0843 千葉市中央区末広２－１２－１７ 三和ビル
03-546 株式会社 新葉測量 片野正彦 287-0036 香取市観音１０８
03-547 東電用地株式会社 小河原克実 116-0013 東京都荒川区西日暮里２－２５－１
03-548 株式会社 森林テクニクス 喜　力哉 112-0004 東京都文京区後楽１－７－１２
03-549 株式会社 COC 山田信明 185-0023 東京都国分寺市西元町２－１６－１８
03-550 関東建設マネジメント株式会社 藤田清二 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－１６ マルキュービル
03-551 株式会社　アイマーク 国本正和 210-0014 川崎市川崎区貝塚１－１５－４
03-552 株式会社 ゼンシン 境澤昌志 399-4115 駒ケ根市上穂栄町１３－７
03-553 埼玉コンサルタント株式会社 澁谷英樹 330-0062 さいたま市浦和区仲町２－１９－１１
03-554 株式会社 二和 中川　誠 362-0008 上尾市上平中央２－３６－１５
03-555 株式会社　ソレイユ 丸山　昇 100-0004 東京都千代田区大手町１－６－１
03-556 株式会社 オウギ工設 霜触和也 371-0007 前橋市上泉町２６８
03-557 国内測量設計株式会社 本田潤也 343-0015 越谷市花田１－１１－８
03-558 株式会社　ＡＢＣ補償設計 白鳥　励 343-0806 越谷市宮本町５－３９－１ パラシオン越谷２１１
03-559 中央補償株式会社 向井しう子 169-0075 東京都新宿区高田馬場４－１８－１５ 第２中村ビル
03-560 株式会社 アオイ補償 大野浩美 319-0306 水戸市杉崎町１９５－８
03-561 株式会社 格和測量設計 格和　弘 329-2163 矢板市鹿島町６－１７
03-562 株式会社 響和 副島宏冶 169-0075 新宿区高田馬場２－１４－２-１０１０
03-563 首都高アソシエイト株式会社 谷本　裕 100-0013 東京都千代田区霞が関１－４－１ 日土地ビル4階
03-564 株式会社富士測量 田中秀孝 400-0027 甲府市富士見２－２－３５
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会員名簿

北陸支部
会員番号 名称 代表者氏名 郵便番号 住所１ 住所２
04-001 株式会社 ナルサワコンサルタント 佐々木大介 950-0964 新潟市中央区網川原１－２１－１１
04-002 株式会社 都計 佐藤秀司 950-0943 新潟市中央区女池神明１－５－１０
04-006 株式会社 小林設計 藤澤一雅 955-0862 三条市南新保１５－７
04-007 株式会社 ＳＩＣ桑原 樋口孝夫 943-0873 上越市大字西田中６２－１４
04-009 新潟県上越国土測量株式会社 佐治　力 943-0805 上越市木田３－７－２２
04-013 株式会社 かけい補償コンサルタント 筧  通明 930-0010 富山市稲荷元町１－８－６
04-015 株式会社 長測 渡邊信治 940-0854 長岡市中沢町１７７
04-016 株式会社 信越測量設計 原　　斉 950-0914 新潟市中央区紫竹山４－９－２
04-017 大原技術株式会社 高野一博 940-0856 長岡市美沢３－５１１
04-020 株式会社 北弘測量 古川　敏 950-0911 新潟市中央区笹口１－２６－７
04-022 旭調査設計株式会社 富山　豊 950-0908 新潟市中央区幸西１－１－１１
04-023 株式会社 富山不動産鑑定事務所 朝倉秀朗 930-0069 富山市旅籠町４－６
04-025 株式会社 国土開発センター 新家久司 921-8033 金沢市寺町３－９－４１
04-026 小林測量株式会社 小島栄一郎 945-0025 柏崎市柳田町３－９
04-027 ＴＡＧ株式会社 菅井　浩 949-6608 南魚沼市美佐島１０－５
04-029 株式会社 あさひ測量設計事務所 金子　仁 955-0056 三条市嘉坪川１－２３－７
04-031 株式会社 岩測設計 田中安博 957-0123 新潟県北蒲原郡聖籠町二本松１８７０
04-033 株式会社 中部コンサルタント 高田雅彦 933-0866 高岡市清水町３－５－９
04-035 株式会社 アルゴス 古川大助 944-0009 妙高市東陽町１－１
04-036 北斗測量調査株式会社 榎本義之 959-3122 村上市大津９－２８
04-038 株式会社 雄川コンサルタンツ 雄川薫雅 939-1357 砺波市小杉２１３
04-040 株式会社 上智 今川健治 939-1351 砺波市千代１７６－１
04-041 北建コンサル株式会社 鷲北慎一 933-0941 高岡市内免３－３－６
04-043 有限会社 貫田鑑定補償事務所 貫田貞夫 930-0086 富山市鹿島町２－２－２
04-044 株式会社 ムツミ設計 岡島公治 920-0211 金沢市湊２－１２０－７
04-049 株式会社 棚木建築設計事務所 棚木修二 920-0925 金沢市天神町１－１２－２９
04-050 株式会社 中元建築設計事務所 中元伸夫 920-0927 金沢市扇町１１－２９
04-053 ナチュラルコンサルタント株式会社 北浦和夫 921-8066 金沢市矢木２－１４７
04-054 株式会社 宮内測量設計事務所 児玉則夫 948-0036 十日町市川治２０２３－３
04-056 株式会社 広川測量社 廣川　晃 940-0856 長岡市美沢２－１３－５
04-058 株式会社 北辰鑑定リサーチ 伊藤正弘 951-8126 新潟市中央区学校町通２番町５９８－３２
04-059 株式会社 北国コンサルタント 登　春彦 921-8146 金沢市額乙丸町二２５５
04-062 中央補償鑑定株式会社 神田伸一 950-0086 新潟市中央区花園１－５－２
04-063 株式会社 小柳測量設計 杉山喜芳 953-0041 新潟市西蒲区巻甲４４６５
04-064 株式会社 北伸技術 田村義隆 943-0859 上越市大字寺町５４２－１
04-065 舘下コンサルタンツ株式会社 青木敬太郎 939-3553 富山市水橋的場２３４
04-066 株式会社 新栄技術 田辺正明 950-2022 新潟市西区小針７－１３－２０
04-067 株式会社 山岸測量事務所 山岸陽一 950-0965 新潟市中央区新光町１－１
04-068 株式会社 地域みらい 北原良彦 929-1717 石川県鹿島郡中能登町良川へ部３２
04-069 有限会社 協和測量設計事務所 村川一嘉 952-0504 佐渡市羽茂本郷１８
04-071 株式会社 協和 薮内克義 933-0838 高岡市北島１４０６
04-072 株式会社 ヒゲウコン建築事務所 佐藤和仁 920-0965 金沢市笠舞３－２３－１３
04-073 株式会社 日本海コンサルタント 黒木康生 921-8042 金沢市泉本町２－１２６
04-074 株式会社 青山設計 青山哲也 959-1284 燕市杣木１４１２
04-075 朝日コンサルタンツ株式会社 吉田　拓也 935-0023 氷見市朝日丘４－２９
04-076 白根測量設計株式会社 海津悠平 950-1217 新潟市南区白根１３３８－４
04-077 株式会社 寺島コンサルタント 寺島雅峰 930-0985 富山市田中町１－１４－１０
04-078 株式会社 アイテック 大塚秀一 945-0114 柏崎市大字藤井１４１２－１
04-079 建設技研コンサルタンツ株式会社 沙魚川あかね 933-0007 高岡市角６０２－１
04-083 羽咋測量設計株式会社 原　一貴 925-0003 羽咋市寺家町タ１－１０
04-084 株式会社 ナカノアイシステム 坂井　浩 950-0951 新潟市中央区鳥屋野４３２
04-085 株式会社 碓井コンサルタント 碓井　健 930-0992 富山市新庄町３－８－２
04-086 株式会社 キャス 曽田孝志 923-0031 小松市高堂町ハ１１－１
04-087 株式会社 東洋設計 大嶋庸介 920-0016 金沢市諸江町中丁２１２－１
04-090 株式会社 大代設計 大代武夫 934-0052 射水市松木５５２－２
04-091 苗場建設サービス株式会社 佐藤幸雄 949-8522 十日町市伊達甲１６９６－９
04-095 株式会社 川崎設計 川崎伸一 955-0083 三条市荒町２－１９－８
04-100 株式会社 宏和 堀　英男 939-1735 南砺市小林９３－１
04-102 株式会社 十測 風間　勉 948-0056 十日町市高田町６－７７
04-103 株式会社 信和測量設計社 岩野　靖 942-0051 上越市大字下源入１６２
04-104 株式会社 誉建築設計事務所 山﨑秀二 939-1732 富山県南砺市荒木５３３３－１３
04-105 株式会社 新和測量設計事務所 杵鞭丈雄 956-0802 新潟市秋葉区七日町８２０
04-107 北陸用地補償株式会社 小林洋雄 950-0925 新潟市中央区弁天橋通１－２－３９
04-108 株式会社 県央都市開発 田所達朗 955-0035 三条市中新３０－１８
04-109 株式会社 うるま調査企画設計 閏間　聡 943-0847 上越市南新町３－２４
04-110 北陸コンサルタント株式会社 榮　知之 939-8213 富山市黒瀬１９２
04-112 株式会社 アイノス 須藤光雄 957-0016 新発田市豊町３－２－１０
04-113 株式会社 北辰計画 岩野　弘 959-1821 五泉市赤海字下島８６８－１
04-115 株式会社 高出建築設計事務所 前野智美 928-0001 輪島市河井町２－１６６
04-116 有限会社 石山測量設計事務所 石山東勝夫 959-3265 新潟県岩船郡関川村大字下関６０４－１
04-118 株式会社 頚城技研 鈴木秀城 943-0807 上越市春日山町２－１３－２０
04-119 株式会社 鳥越 鳥越正樹 927-0053 石川県鳳珠郡穴水町字此木３－１７
04-120 株式会社 福島測設 大島　孝 932-0033 小矢部市芹川１３６８－１
04-121 青山測量設計株式会社 寺井宏有 939-8202 富山市西田地方町３－６－２９
04-122 株式会社 岡田測量 岡田　大 943-0166 上越市大字寺２５－１
04-123 株式会社 山田設計 山田　勝 956-0815 新潟市秋葉区新金沢町３－３
04-124 株式会社 新潟測量設計社 川本孝行 953-0042 新潟市西蒲区赤鏥３５１－７
04-126 株式会社 建成コンサルタント 瀬川光太郎 933-0014 高岡市野村２８４－１
04-127 株式会社 オリス 山名健夫 950-0951 新潟市中央区鳥屋野３１０
04-129 株式会社 ＳＫプランニング 佐藤勝敏 951-8153 新潟市中央区文京町６－３１
04-130 有限会社 福原測量 福原政文 949-8201 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁 ８０１０
04-134 株式会社 近藤測量設計 小川秀司 959-0232 燕市吉田東栄町４８－１
04-135 高橋調査設計株式会社 髙橋有喜 940-0033 長岡市今朝白３－１６－１８
04-136 株式会社 梨本測量社 梨本利一 943-0836 上越市東城町３－１０－６
04-140 サープラックス株式会社 登坂憲雄 959-1228 燕市佐渡５１２０
04-142 荒井測量設計株式会社 荒井隆二 950-0941 新潟市中央区女池２－６－２３
04-143 北電技術コンサルタント株式会社 橋本　学 930-0858 富山市牛島町１３－１５
04-144 株式会社 トクサス 古川正美 943-0151 上越市平成町５９８－４
04-145 株式会社 葦原企画 樋口克也 950-2022 新潟市西区小針２－３９－６
04-146 株式会社 新日本コンサルタント 市森友明 930-0857 富山市奥田新町１－２３
04-147 株式会社 利水社 市川　勉 920-0209 金沢市東蚊爪町１－１９－４
04-148 有限会社　品田総合設計事務所 品田　要 940-0856 長岡市美沢４－２１０－５
04-149 株式会社 大成測量設計事務所 渡辺政次 950-0872 新潟市東区牡丹山３－８－１６
04-150 株式会社 旭工測量設計 川嵜　実 954-0076 新潟県見附市新幸町7-21
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会員名簿

中部支部
会員番号 名称 代表者氏名 郵便番号 住所１ 住所２
05-001 株式会社 三交不動産鑑定所 青木裕也 450-0002 名古屋市中村区名駅３－２１－７
05-002 株式会社 名古屋不動産鑑定所 原田克己 464-0067 名古屋市千種区池下１－１１－２１
05-005 大日コンサルタント株式会社 市橋政浩 500-8384 岐阜市藪田南３－１－２１
05-011 株式会社 フタバ補償コンサルタント 太田佳宏 464-0836 名古屋市千種区丸山町１－３０－２
05-014 株式会社 中建 岩木利志 464-0823 名古屋市千種区松竹町１－４０
05-019 中部土地調査株式会社 上野英和 451-0042 名古屋市西区那古野２－２６－８ 中部土地ビル
05-020 中部復建株式会社 田中信治 466-0059 名古屋市昭和区福江１－１８０５
05-023 株式会社 朝日設計事務所 朝日　烈 465-0024 名古屋市名東区本郷３－１１８
05-027 日本工営都市空間株式会社 吉田典明 461-8539 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 新栄町ビル
05-032 株式会社 愛知不動産鑑定所 松原一隆 460-0008 名古屋市中区栄３－１９－１９ フォルテ栄ビル
05-037 株式会社 中部テック 永草新吾 465-0092 名古屋市名東区社台３－４８
05-038 三協調査設計株式会社 浜田哲也 460-0015 名古屋市中区大井町４－１７
05-041 株式会社 神田設計 吉川明宏 451-0062 名古屋市西区花の木１－３－５
05-050 株式会社 新日 秋山　学 454-0011 名古屋市中川区山王１－８－２８
05-053 株式会社 富士測量事務所 杉山　博 417-0055 富士市永田町１－１２２
05-054 株式会社 大増コンサルタンツ 西出剛大 454-0828 名古屋市中川区小本２－１４－５
05-056 株式会社 石田技術コンサルタンツ 吉本三広 485-0028 小牧市東新町５０
05-058 新晃コンサルタント株式会社 鈴木善晴 462-0853 名古屋市北区志賀本通２－４６
05-059 昭和設計株式会社 山村卓道 420-0006 静岡市葵区若松町４１－１
05-061 株式会社 総合鑑定調査 小森洋志 460-0003 名古屋市中区錦１－６－１８ Ｊ・伊藤ビル４階
05-066 株式会社 三愛設計 永田行活 492-8144 稲沢市小池１－５－８
05-070 株式会社 東日 芹澤秀樹 410-0022 沼津市大岡２２４０－１６
05-074 株式会社 拓工 青木拓生 456-0004 名古屋市熱田区桜田町１５－２２
05-078 株式会社 ユニオン 村橋　塁 501-0106 岐阜市西河渡２－５７
05-079 株式会社 三進 佐竹建二 503-0862 大垣市二葉町７－１２
05-080 株式会社 テイコク 中嶋　徹 500-8856 岐阜市橋本町２－８
05-081 大同コンサルタンツ株式会社 浅野芳宏 500-8288 岐阜市中鶉２－１１
05-083 服部エンジニア株式会社 服部剛明 420-0052 静岡市葵区川越町３－９
05-088 株式会社 フジヤマ 藤山義修 430-0946 浜松市中区元城町２１６－１９
05-089 不二総合コンサルタント株式会社 牧田敏明 433-8112 浜松市北区初生町８８９－２
05-090 株式会社 名北総合技研 山田正人 462-0801 名古屋市北区新堀町４９
05-092 株式会社 桜木不動産コンサルタント 武藤正行 460-0002 名古屋市中区丸ノ内３－７－９ 丸の内チサンビル
05-093 株式会社 静岡都市設計 中村克行 420-0913 静岡市葵区瀬名川３－１９－１
05-095 伸東測量設計株式会社 高橋　誠 410-0022 沼津市大岡２６９６
05-096 アマノコンサルタント株式会社 天野隆俊 444-2131 岡崎市青木町２２－５
05-097 杉山コンサルタンツ株式会社 杉山敏彦 514-1118 津市久居新町６８０－４
05-098 株式会社 三洋開発 米川泰典 514-0812 津市津興２７５
05-100 株式会社　三重中央コンサルタント 笹村峰司 514-0051 津市納所町１２２
05-103 南海カツマ株式会社 勝眞浩一 514-0008 津市上浜町５－６４－６
05-104 株式会社 共同技術コンサルタント 柘植満博 519-1411 伊賀市楯岡６３１
05-105 大鐘測量設計株式会社 塚本好明 427-0042 島田市中央町３１－１０
05-106 株式会社 松阪コンサルタント 石原正憲 515-0043 松阪市下村町９１８－１
05-107 株式会社 カギテック 森本仁志 515-0055 松阪市田村町３４１－１
05-108 株式会社 三重新成コンサルタント 生川英紀 515-3133 津市白山町南家城７７６－８
05-109 株式会社 中日コンサルタント 北川義展 505-0046 美濃加茂市西町６－１００
05-110 株式会社 建設コンサルタントセンター 小田秀昭 424-0064 静岡市清水区長崎新田１２３
05-113 丸栄調査設計株式会社 谷口　昇 515-0001 松阪市大口町１０２－２
05-115 株式会社 中部第一鑑定所 小川隆文 464-0075 名古屋市千種区内山３－２９－１０ 千種ＡＭビル
05-116 株式会社 技研測量 宮島直久 433-8112 浜松市北区初生町９７８－１２
05-121 株式会社 愛知県不動産鑑定センター 鳥居信行 440-0864 豊橋市向山町字中畑６７－４
05-122 株式会社 地域コンサルタント 増尾勇雄 509-7203 恵那市長島町正家１０６７－２５０
05-123 静岡コンサルタント株式会社 森崎祐治 411-0804 三島市多呂１２８
05-124 中央エンジニアリング株式会社 辻　伸之 500-8365 岐阜市柳森町２－５５
05-126 株式会社 中部綜合コンサルタント 豊田哲也 430-0946 浜松市中区元城町２２２－２ 元城ビル３－Ａ
05-127 株式会社 ツルタコンサルタント 鶴田　淳 420-0813 静岡市葵区長沼５２４－１
05-128 太栄コンサルタンツ株式会社 川口英朗 460-0012 名古屋市中区千代田３－２６－１８
05-129 株式会社 日本地理コンサルタント 山田　巧 420-0801 静岡市葵区東千代田１－６－２０
05-131 株式会社 スルガコンサル 亀谷寧一 422-8072 静岡市駿河区小黒３－６－２３
05-133 株式会社 三栄コンサルタント 竹中幸治 500-8223 岐阜市水海道４－２２－１２
05-134 株式会社 飛州コンサルタント 岩本拓也 506-0035 高山市新宮町１８６８－５
05-135 株式会社 興栄コンサルタント 小野慶太 500-8288 岐阜市中鶉４－１１
05-137 株式会社 イビソク 森　允 503-0854 大垣市築捨町３－１０２
05-141 東洋測量設計株式会社 松井宗廣 462-0011 名古屋市北区五反田町８１
05-142 信栄測量設計株式会社 高木喜一 471-0024 豊田市元城町４－２８
05-145 コクド鑑定・調査株式会社 鈴木茂基 514-0006 津市広明町１２１－２
05-146 株式会社 つかもと 塚本兼之 486-0927 春日井市柏井町２－５９
05-147 吉田測量設計株式会社 石野直之 435-0004 浜松市東区中野町３１７－１
05-152 株式会社 中日設計 伊佐次　徹 509-0202 可児市中恵土２３５９－３０８
05-154 株式会社 滝口測量設計 市野篤史 412-0018 御殿場市山之尻１２０２－２
05-155 株式会社 愛河調査設計 山本成竜 457-0074 名古屋市南区本地通６－８－１
05-156 富士設計株式会社 小野寺久子 418-0022 富士宮市小泉４６８－１
05-157 株式会社 駿河調査設計 勝間田賢一 412-0045 御殿場市川島田１９２１－４
05-158 愛徳コンサルタント株式会社 針間崇義 470-0342 豊田市大清水町大清水３８－１０
05-159 司開発株式会社 加藤一弘 448-0028 刈谷市桜町１－１０
05-160 東海技術開発株式会社 遠藤米子 418-0063 富士宮市若の宮町７３２
05-165 フジコンサルタント株式会社 加藤健司 497-0044 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字前波 ２２６
05-168 株式会社 協同コンサルタント 近藤　優 458-0801 名古屋市緑区鳴海町字中汐田８４－１
05-169 協和調査設計株式会社 江刺家　智 454-0839 名古屋市中川区篠原橋通２－４４
05-170 株式会社 あづま 柴田修身 440-0026 豊橋市多米西町１－２０－９
05-172 柴山コンサルタント株式会社 加藤芳彦 461-0011 名古屋市東区白壁１－６９
05-173 株式会社 若鈴 中森　訓 514-0006 津市広明町３４５－１
05-175 株式会社 松井測量設計事務所 松井藤雄 428-0104 島田市川根町家山１１３８－３
05-177 株式会社 ナガサクコンサルタント 珎道利行 515-0043 松阪市下村町２３４５－２
05-178 株式会社 松和技研 木俣清一 430-0939 浜松市中区連尺町３１４－３１ アーバンスクエア浜松ビル９Ｆ
05-180 早川都市計画株式会社 早川正喜 471-0805 豊田市美里２－１７－５
05-181 株式会社 東海共同測量設計コンサルタント 河内洋樹 510-1233 三重県三重郡菰野町大字菰野４１１４－１
05-183 あおい建設コンサルタント株式会社 濵﨑将志 461-0005 名古屋市東区東桜２－３－７
05-184 株式会社 梶川土木コンサルタント 梶川　洋 448-0037 刈谷市高倉町４－５０８
05-185 株式会社 信榮企画 坂倉利一 514-1125 津市久居元町２２８１－１
05-191 株式会社 駿河補償積算 飯塚正博 410-1121 裾野市茶畑３０－１
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05-192 鈴木設計株式会社 鈴木達美 411-0803 三島市大場３１１－１
05-193 株式会社 東海建設コンサルタント 齋　  秀之 410-0811 沼津市中瀬町５－１
05-202 株式会社 共和コンサルタント 杉本　洋 435-0035 浜松市南区西伝寺町２９８
05-203 株式会社 見取コンサルタント 見取貴臣 512-0923 四日市市高角町２６４３
05-204 株式会社 サン設計 静岡支社 上田　昇 420-0911 静岡市葵区瀬名３－３０－１０
05-205 株式会社 南出測量設計 蓑島正人 501-5303 郡上市高鷲町大鷲２４４４
05-209 株式会社 三重補償鑑定システム 森  泰延 514-0001 津市江戸橋２－５９－３０
05-210 株式会社 野田コンサルタント 野田哲貴 501-5125 郡上市白鳥町越佐４０１
05-216 旭測量設計株式会社 見崎康司 425-0066 焼津市大島２０６－４
05-221 大高理工株式会社 林　秀典 503-0981 大垣市桧町５１０－３
05-225 株式会社 中央鑑定コンサルタント 西村昭彦 514-0009 津市羽所町５５６
05-228 株式会社 水野総合鑑定 水野雅文 500-8381 岐阜市市橋６－１０－１８
05-229 株式会社 緒方不動産鑑定事務所 名古屋支所 前川桂子 460-0008 名古屋市中区栄４－３－２６ 昭和ビル２階
05-230 株式会社 明和プラテック 細渕敏史 515-0321 三重県多気郡明和町大字斎宮３５７６－３
05-231 地域総合コンサルタント株式会社 山本　晃 453-0015 名古屋市中村区椿町１－３ 地産ビル
05-232 補償評価システム株式会社 藤嶋洋一 460-0002 名古屋市中区丸の内３－６－１９ ライオンズシティ久屋２０１
05-233 キュウメートル株式会社 望月信助 410-0022 沼津市大岡４９７
05-235 大井調査設計株式会社 加地健一 509-7202 恵那市東野１２３６－１
05-240 株式会社 あさひ 松浦　敦 452-0807 名古屋市西区歌里町５０
05-241 有限会社 小林技建興業 小林和哉 412-0011 御殿場市古沢６１３
05-242 株式会社 東洋不動産鑑定コンサルタント 小川　隆 460-0008 名古屋市中区栄３－１１－５
05-244 株式会社 大紘コンサルタント 渡邉博幸 505-0044 美濃加茂市加茂川町１－４－２９
05-247 大建測量設計株式会社 大橋義美 503-0844 大垣市難波野町６５９
05-249 栄土地測量設計株式会社 青山貴洋 440-0806 豊橋市八町通４－４９
05-251 株式会社 大地コンサルタント 山本章好 440-0026 豊橋市多米西町１－５－５
05-253 株式会社 名邦テクノ 山﨑武男 457-0048 名古屋市南区大磯通６－９－２
05-254 株式会社 相和コンサルタント 岡田　守 509-4214 飛騨市古川町沼町３７３－１
05-263 有限会社 青木測量設計事務所 髙栁壽一 416-0945 富士市宮島２８－４３
05-264 株式会社 創信 山本美代子 501-0410 本巣市石神７０７－２
05-265 株式会社 飛建測量企画 吉岡博明 506-1317 高山市上宝町本郷３４５０
05-266 三重測量設計株式会社 増田隆廣 510-0017 四日市市羽津町１３－１７
05-269 株式会社　トヨタ用地補償 安田拓朗 471-0803 豊田市泉町３－１－２５
05-270 株式会社　セントレック 柴田和範 467-0856 名古屋市瑞穂区新開町２１－１０
05-271 株式会社メイホーエンジニアリング 尾松豪紀 500-8326 岐阜市吹上町６－２１
05-272 ニチイコンサルタント株式会社 早川友幸 491-0837 一宮市多加木２－９－３
05-274 株式会社 ジオ 中西　徹 519-0505 伊勢市小俣町本町９１７－１
05-275 新日本設計株式会社 門奈英治 410-0001 沼津市足高５４７－２
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近畿支部
会員番号 名称 代表者氏名 郵便番号 住所１ 住所２
06-013 内外エンジニアリング株式会社 池田　正 601-8213 京都市南区久世中久世町１－１４１
06-018 株式会社 ファノバ 平松圭一 530-0001 大阪市北区梅田１－２－２－１２００
06-019 アトラス工営株式会社 杉本信雄 631-0842 奈良市菅原町６５０－１
06-022 大阪エンジニアリング株式会社 中村雄一 550-0025 大阪市西区九条南２－１８－１６
06-023 福田総合コンサルタント株式会社 藤原邦彦 541-0041 大阪市中央区北浜１－３－１４
06-031 株式会社 産業工学研究所 武田正典 550-0012 大阪市西区立売堀３－１－１４ 阿波座ビル５階
06-032 株式会社 アイテクノ 吉田照夫 532-0011 大阪市淀川区西中島６－７－８ 大昭ビル８階
06-037 中央復建コンサルタンツ株式会社 兼塚卓也 533-0033 大阪市東淀川区東中島４－１１－１０
06-039 株式会社 技研 石田恵一 530-0043 大阪市北区天満４－１２－９
06-052 清水不動産鑑定士事務所 清水正義 640-8137 和歌山市吹上１－１－２２
06-057 キタイ設計株式会社 梶　雅弘 521-1398 近江八幡市安土町上豊浦１０３０
06-070 株式会社 谷澤総合鑑定所 眞里谷和美 530-0005 大阪市北区中之島２－２－７
06-073 株式会社 三和綜合コンサル 今井信宏 535-0021 大阪市旭区清水１－５－２１
06-097 株式会社 宮本設計 瀬尾武夫 665-0022 宝塚市野上１－２－７ 宮本ビル
06-103 一般社団法人 近畿建設協会 谷本光司 540-6591 大阪市中央区大手前１－７－３１ 大阪マーチャンダイズ・マートビル
06-105 株式会社 サンコム 松本靖吾 679-4003 たつの市揖西町小神１６２－６
06-106 阪神測建株式会社 四方克明 650-0017 神戸市中央区楠町６－３－１１
06-107 株式会社 西播設計 永井晴夫 679-4161 たつの市龍野町日山２２９－１
06-109 京福コンサルタント株式会社 芝田清邦 917-0026 小浜市多田第１１－２－１
06-111 株式会社 新洲 馬場稔 520-3015 栗東市安養寺１－１－２４
06-116 株式会社 サンワコン 奥居　淳 918-8525 福井市花堂北１－７－２５
06-129 株式会社 ウエスト建設コンサルタント 佐藤和志 671-2216 姫路市飾西６０－２
06-130 株式会社 エイコー技術コンサルタント 野崎　敏 914-0811 敦賀市中央町２－１１－３６
06-132 株式会社 日建技術コンサルタント 平井成典 542-0012 大阪市中央区谷町６－４－３
06-138 株式会社 ケンセイ 今中康生 533-0033 大阪市東淀川区東中島１－１８－２２ 新大阪丸ビル別館８階
06-140 丸一調査設計株式会社 山﨑裕生 910-0841 福井市開発町第２０号６
06-144 株式会社 コンサルタント関西 加藤雅宣 671-1154 姫路市広畑区吾妻町１－３５－３
06-147 株式会社 浜名技術コンサルタント 黒田泰弘 541-0045 大阪市中央区道修町２－２－６
06-150 正和設計株式会社 田中英幸 520-0806 大津市打出浜３－７
06-153 株式会社 伊藤・梅原建築設計事務所 高橋　宏 620-0846 福知山市字長田７６８－１
06-155 株式会社 三愛調査事務所 野尻義忠 912-0012 大野市横枕第６－８
06-156 株式会社 平和ＩＴＣ 山本　武 918-8026 福井市渕１－１７０４
06-158 株式会社 帝国コンサルタント 中西誠一郎 915-0082 越前市国高１－６－１
06-159 株式会社 地域経済研究所 井上浩一 540-0033 大阪市中央区石町１－１－１ 天満橋千代田ビル２号館５階
06-161 株式会社 たかの建築事務所 鷹野仁士 637-0041 五條市本町１－７－１１
06-164 株式会社 山本総合補償コンサルタント 山本俊之 642-0033 海南市鳥居２１０－６２
06-167 株式会社 播磨設計コンサルタント 藤本睦之 675-0017 加古川市野口町良野１５８０
06-168 株式会社 中地コンサルタント 中地恒元 629-3104 京丹後市網野町浅茂川１８３６
06-176 株式会社 岡本設計 坂本暁史 640-8256 和歌山市土佐町２－６１－９
06-177 株式会社 ＫＣコンサルタント 柏木良一 655-0853 神戸市垂水区つつじが丘６－１０－２７
06-180 株式会社 若狭開発技術センター 宇野和典 917-0023 小浜市府中１５－２１－１
06-181 株式会社 川上測量コンサルタント 川上　司 918-8058 福井市加茂緑苑町６１２
06-187 株式会社 アスワ測量設計 留木大輔 918-8015 福井市花堂南２－１２－１
06-189 株式会社 関西総合鑑定所 細見幸司 604-0862 京都市中京区烏丸通竹屋町下ル少将井町 ２３０－１
06-194 株式会社 環境整備研究所 藤本　勉 567-0881 茨木市上中条１－８－２
06-201 写測エンジニアリング株式会社 永露　潔 543-0001 大阪市天王寺区上本町 ３－２－１５
06-202 株式会社 鈴鹿設計事務所 河合秀隆 520-0232 大津市真野２－２７－４
06-204 株式会社 近畿コンサルタント 門　雅史 649-0317 有田市古江見３８－２
06-205 太洋エンジニアリング株式会社 池上博明 630-8115 奈良市大宮町６－７－３
06-206 株式会社 アスロード大阪支店 石坂善治 530-0001 大阪市北区梅田２－５－４
06-207 株式会社 東洋建築設計事務所 久田惠士 543-0001 大阪市天王寺区上本町５－２－１４
06-208 中央測量設計株式会社 栗波啓治 918-8238 福井市和田２－１２０５
06-210 株式会社 三輝設計事務所 森下篤博 918-8238 福井市和田１－４－１０
06-211 株式会社 ワカサコンサル 前川昇光 917-0024 小浜市和久里第３３－２１
06-215 株式会社 澤田調査設計 澤田常男 917-0028 小浜市野代第７－２３
06-216 株式会社 ニュージェック 吉津洋一 531-0074 大阪市北区本庄東２－３－２０
06-219 九頭龍測量株式会社 林原繁樹 912-0071 大野市鍬掛第２号４－１
06-233 株式会社 コム建築コンサルタント 水上信也 630-0223 生駒市小瀬町６４５
06-238 塩見測量設計株式会社 塩見幸雄 620-0035 福知山市字内記６５－１５
06-245 株式会社 朝日コンサル 竹内敏雄 675-1372 小野市本町５２－９
06-246 株式会社 信栄補償設計 田中英世 540-0026 大阪市中央区内本町１－２－１４
06-249 近畿設計測量株式会社 西村幸記 520-0821 大津市湖城が丘３２－３
06-258 有限会社 大田建築事務所 大田範幸 660-0893 尼崎市西難波町４－６－３５ 松井ビル２F
06-260 株式会社 倉田総合鑑定 倉田智史 630-8113 奈良市法蓮町１６３－１ 新大宮愛正寺ビル３階
06-263 株式会社 エンタコンサルタント 園田純也 677-0015 西脇市西脇２０５
06-264 株式会社 キミコン 木水淳文 916-0084 鯖江市小泉町第２６号６－４
06-266 株式会社 ユニオンリサーチ 三好健一 550-0003 大阪市西区京町堀１－６－２
06-267 西日本高速道路ビジネスサポート株式会社 片桐　悟 532-0003 大阪市淀川区宮原４－１－４
06-269 株式会社　アトム補償コンサル 友田治和 910-0845 福井市志比口２－４－１ 志比口第３ビル
06-270 株式会社　近畿地域づくりセンター 山内英治 540-6591 大阪市中央区大手前１－７－３１ 大阪マーチャンダイズ・マートビル
06-271 阪高プロジェクトサポート株式会社 中坪周作 530-0001 大阪市北区梅田１－１１－４－１８００
06-272 株式会社 ショウエイコンサルタント 中本正敏 542-0063 大阪市中央区東平２－２－１３
06-273 富士測量設計株式会社 中野春雄 917-0026 小浜市多田第１号５番地３１
06-274 株式会社 公共補償設計 杉坂真人 648-0093 橋本市慶賀野２８０－１
06-275 日本振興株式会社 伊達多聞 542-0076 大阪市中央区難波５－１－６０
06-276 株式会社　洸陽 平田輝明 675-0017 加古川市野口町良野542-1
06-277 ケーエス技建株式会社 中野　徹 590-0972 堺市堺区竜神橋町１－２－１６
06-278 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社 土肥弘明 532-0011 大阪市淀川区西中島５－４－２０

10



会員名簿

中国支部
会員番号 名称 代表者氏名 郵便番号 住所１ 住所２
07-001 株式会社 エスティマ 塚村善明 700-0913 岡山市北区大供２－１３－８
07-002 株式会社 古川コンサルタント 古川孝雄 693-0021 出雲市塩冶町１６１２－１
07-003 株式会社 進栄コンサルタント 天田　章 737-0051 呉市中央３－５－６－６０１
07-004 中国開発調査株式会社 寺田博行 733-0822 広島市西区庚午中２－１３－２４
07-005 西谷技術コンサルタント株式会社 山本賢一郎 682-0025 倉吉市八屋３５４－１
07-006 復建調査設計株式会社 來山尚義 732-0052 広島市東区光町２－１０－１１
07-008 株式会社 新東コンサルタント 岩本　猛 733-0002 広島市西区楠木町３－１５－１１
07-013 株式会社 エイト日本技術開発 小谷裕司 700-8617 岡山市北区津島京町３－１－２１
07-015 株式会社 陸地コンサルタント 佐々木仁志 739-0005 東広島市西条大坪町８－２７
07-016 株式会社 藤井補償設計 廣田謙一 700-0813 岡山市北区石関町１－２８
07-017 山陰開発コンサルタント株式会社 陶山　勤 690-0046 松江市乃木福富町３８３－１
07-019 シンワ技研コンサルタント株式会社 井上孝之 683-0064 米子市道笑町４－１２－２４
07-030 株式会社 ウエスコ 北村彰秀 700-0033 岡山市北区島田本町２－５－３５
07-034 相生エンジニアリング株式会社 森脇克彦 733-0025 広島市西区小河内町２－１－６
07-037 有限会社 シグマ建築事務所 山下竜正 730-0041 広島市中区小町１－２７
07-038 株式会社エスジーズ 大野木昭夫 683-0031 米子市東山町８－１
07-040 中電技術コンサルタント株式会社 坪井俊郎 734-8510 広島市南区出汐２－３－３０
07-042 倉測建設コンサルタント株式会社 佐野　勲 710-0038 倉敷市新田２５２７－６
07-043 株式会社 荒谷建設コンサルタント 荒谷悦嗣 730-0831 広島市中区江波西１－２５－５
07-044 出雲グリーン株式会社 吾郷直之 693-0058 出雲市矢野町８１０
07-048 ダイニチ技研株式会社 新　浩薫 689-3205 鳥取県西伯郡大山町西坪４８２
07-049 株式会社 ヨナゴ技研コンサルタント 大西幸人 683-0854 米子市彦名町１４６０－４
07-051 建築技術設計株式会社 高野栄一 730-0047 広島市中区平野町１１－１２
07-052 株式会社 広洋コンサルタント 岸本　浩 683-0005 米子市中島２－１－６０
07-053 株式会社 コスモ建設コンサルタント 高島俊司 699-0502 出雲市斐川町荘原２２２６－１
07-057 株式会社 大建コンサルタント 村木　繁 698-0012 益田市大谷町５５
07-059 株式会社 アークコンサルタント 峪田壽和 709-4606 津山市中北上１６４６
07-061 大島技術コンサルタント株式会社 内山博之 717-0602 真庭市蒜山上福田８２９－１
07-063 内海建設コンサルタント株式会社 尾刀　仁 700-0961 岡山市北区北長瀬本町１３－５４
07-065 株式会社 オカコン 行友　薫 700-0816 岡山市北区富田町１－２－２１
07-066 西部技術コンサルタント株式会社 清水英二 700-0977 岡山市北区問屋町６－１０１
07-070 三栄建設コンサルタント株式会社 福島健弘 717-0013 岡山県真庭市勝山８１５－１
07-072 株式会社 竹下技術コンサルタント 竹下泰治 693-0064 出雲市里方町７１７
07-073 オリエンタル測量株式会社 高橋宏聡 698-0036 益田市須子町４２－９
07-075 有限会社 小川設計 小川誠司 722-0023 尾道市東則末町３－１７
07-077 株式会社 栗林設計 増野広道 753-0212 山口市下小鯖２１９２－１０
07-078 株式会社 大成コンサルタント 高下喜吉 707-0003 岡山県美作市明見３５５－１
07-079 イズテック株式会社 小村晃一 693-0054 出雲市浜町５１３－２
07-084 島建コンサルタント株式会社 多久和　豊 699-0732 出雲市大社町入南１３０７－４５
07-085 株式会社 太陽建設コンサルタント 福岡宏晃 690-0047 松江市嫁島町１２－２
07-093 株式会社 藤田建築設計事務所 藤田義之 759-4106 長門市仙崎４２９５－８
07-094 株式会社 シディック 土井良浩 708-1205 津山市新野東５４５
07-097 株式会社 瀬戸内不動産鑑定事務所 平木三千人 720-0034 福山市若松町３－１０
07-099 アサヒコンサルタント株式会社 澤　克生 680-0911 鳥取市千代水４－２８
07-102 株式会社 トーア・コンサルタント 川村裕一 730-0843 広島市中区舟入本町１０－２０
07-106 榎本測量設計 榎本孝義 745-0065 周南市原宿町2-1
07-108 株式会社 成和測量 田口広文 707-0061 美作市中山７５１－１０
07-109 株式会社 大地企画 西村和政 680-0911 鳥取市千代水１－７０－２
07-111 株式会社 共立エンジニヤ 奥田真二 690-0017 松江市西津田２－１３－７
07-113 ダイホーコンサルタント株式会社 法堂一成 721-0961 福山市明神町１－５－３８
07-114 株式会社 開発コンサルタント 上田順孝 680-0843 鳥取市南吉方１－１０３
07-115 株式会社 カイハツ 三代幸治 693-0021 出雲市塩冶町２９６－３
07-121 株式会社 ワールド測量設計 和田晶夫 699-0631 出雲市斐川町直江４６０６－１
07-122 株式会社 泉コンサルタント 上山隆寿 680-0914 鳥取市南安長３－８６
07-127 廣澤測量設計株式会社 廣澤博文 708-0036 津山市南新座１２６
07-128 サイトウコンサルタント株式会社 西藤正和 680-0911 鳥取市千代水２－１２１－２
07-130 株式会社 オーエスエー 杉本正博 709-4622 津山市戸脇４９４－７
07-131 株式会社 エイテック 中国支店 法村憲一 690-0015 松江市上乃木９－２－１８
07-135 株式会社 なんば技研 難波龍也 710-0251 倉敷市玉島長尾２１４－１
07-141 株式会社 行廣設計事務所 行廣　満 720-0034 福山市若松町１０－５
07-142 有限会社 元廣建築設計事務所 元廣匡伸 722-0037 尾道市西御所町６－１５
07-143 アセス株式会社 松永　誠 709-4606 津山市中北上１７３１－２
07-144 株式会社 ヒロコン 下花眞二 734-0011 広島市南区宇品海岸３－１３－２８
07-145 株式会社 アトラス 溝本浩二 690-0026 松江市富士見町３－３４
07-148 株式会社 セトウチ 土肥真也 725-0004 竹原市東野町１５８－３
07-152 株式会社 コーチ 河内利明 701-0205 岡山市南区妹尾１４５４－２
07-153 株式会社 アスコ 小林正基 680-0843 鳥取市南吉方１－７３
07-159 広建コンサルタンツ株式会社 元廣和弘 720-0822 福山市川口町１－７－３
07-160 日発技研株式会社 細田高弘 690-0065 松江市灘町１－４３
07-162 株式会社 佐和測量コンサルタント 佐々木　正 710-0803 倉敷市中島１４６１－６
07-163 株式会社 昭和測量設計事務所 石田健二 698-0041 益田市高津４－１４－６
07-164 株式会社 サンワ 笠柄正道 697-0006 浜田市下府町３２７ー１４５
07-165 株式会社 三建技術 三輪正樹 698-0042 益田市中吉田町３６４－２
07-166 株式会社 アイテック 井上一貴 689-3514 米子市尾高１２７８－３
07-167 株式会社 ヒノコンサルタント 松本義政 683-0035 米子市目久美町３１－５
07-168 北陽技建株式会社 高橋敏夫 693-0013 出雲市荻杼町５３－２
07-169 株式会社 せとうち設計 藤井勝彦 703-8285 岡山市中区桜橋４－５－３１
07-170 鵬技術コンサルタント株式会社 岩山竜也 682-0018 倉吉市福庭町２－１６０
07-171 株式会社サイカイコンサルタント 山本篤史 700-0953 岡山市南区西市１１６－４
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会員名簿

四国支部
会員番号 名称 代表者氏名 郵便番号 住所１ 住所２
08-002 愛媛県補償コンサルタント株式会社 田中秀昭 791-8013 松山市山越３－２－２８
08-006 株式会社 芙蓉コンサルタント 大野二郎 790-0063 松山市辻町２－３８
08-007 株式会社 朝日コンサルタント 横田静男 781-0113 高知市種崎７８０－１
08-008 四国建設コンサルタント株式会社 天羽誠二 771-1156 徳島市応神町応神産業団地３－１
08-017 一般社団法人 四国クリエイト協会 木村昌司 760-0066 高松市福岡町３－１１－２２ 建設クリエイトビル
08-019 株式会社 富士建設コンサルタント 岡　兵典 798-0015 宇和島市和霊元町２－４－１５
08-022 徳島県補償コンサルタント株式会社 濱口保至 770-0861 徳島市住吉２－６－４５
08-024 株式会社 五星 今中雅樹 767-0011 三豊市高瀬町下勝間６７０－１
08-026 株式会社 第一コンサルタンツ 右城　猛 781-5105 高知市介良甲８２８－１
08-027 株式会社 昭和コンサルタント 緒方　茂 770-8006 徳島市新浜町１－１－３０
08-028 株式会社 西日本開発コンサルタント 氏原　郁 780-8040 高知市神田１０６０－１
08-029 株式会社 エコー建設コンサルタント 齋藤恒範 770-0865 徳島市南末広町４－５３
08-031 株式会社 東洋コンサルタント 大西泰史 761-8077 高松市出作町５５６－６
08-032 株式会社 フジタ建設コンサルタント 藤田達也 771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字原８７－１
08-034 株式会社 ワタリコンサルタント 矢野史明 787-0011 四万十市右山元町３－３－１２－７
08-042 有限会社 中澤設計事務所 中澤康夫 781-0806 高知市知寄町１－６－１１
08-043 株式会社 補償実務 崎山哲幹 770-0942 徳島市昭和町２－７４
08-045 株式会社 徳島総合コンサルタント 山田　昇 770-0872 徳島市北沖洲４－６－６２
08-048 株式会社 ハウジング総合コンサルタント 福家正義 781-0087 高知市南久保１６－１７
08-049 株式会社 サンコー設計 檜垣一郎 794-0825 今治市郷六ヶ内町２－４－５０
08-052 南海測量設計株式会社 藤村修作 790-0964 松山市中村３－１－７
08-054 株式会社 環境防災 藤好一男 770-0046 徳島市鮎喰町１－５７
08-056 株式会社 日之出設計システムハウス 小野川敏夫 780-0983 高知市中久万２９２－７
08-057 株式会社 二川設計 二川益行 780-0002 高知市重倉１４７７－１
08-064 株式会社 四電技術コンサルタント 野村喜久 761-0121 高松市牟礼町牟礼１００７－３
08-067 株式会社 アース・コンサル 湯浅浩司 779-3120 徳島市国府町南岩延６５８－１
08-069 有限会社 熊沢構造設計事務所 熊沢敬輔 780-8063 高知市朝倉丙１４１４－３６
08-071 株式会社 セイミツ 小林正典 781-8001 高知市土居町１６－７
08-072 株式会社 香川設計センター 鈴木　智 762-0042 坂出市白金町１－１－１７
08-074 有限会社 高信建築設計事務所 高橋信一 780-8081 高知市若草町１－１９－５
08-075 株式会社 設計コンサルタント 細谷幸弘 761-8057 高松市田村町４８４－４
08-076 株式会社 マスダコンサルタント 増田英司 761-8075 高松市多肥下町１５５９－２
08-077 株式会社 サン土木コンサルタント 公文高志 780-0066 高知市比島町４－６－３３
08-079 第一測量株式会社 宮本好峰 760-0062 高松市塩上町１－３－６
08-081 株式会社 ケンホームズ 田中　健 790-0003 松山市三番町４－１１－６ ＫＨ三番町プレイス５階
08-082 都市開発コンサルタント株式会社 久保田　明 780-8040 高知市神田１４２７
08-084 株式会社 ウエストコンサルタント 祖母井正博 790-0047 松山市余戸南１－２０－３３
08-085 株式会社 和コンサルタント 水上博史 770-0002 徳島市春日１－６－９
08-086 有限会社 ニッケン土木コンサルタント 文野和典 787-0666 四万十市楠島１８９３－３
08-087 株式会社 タカネ設計 山上慎二 761-8052 高松市松並町９６８－５
08-088 株式会社 総合企画設計 片岡輝久 780-0033 高知市西秦泉寺１３８
08-091 株式会社 松本コンサルタント 松本祐一 770-0811 徳島市東吉野町２－２４－６
08-098 株式会社 西和コンサルタント 名本定幸 788-0011 宿毛市宿毛５３４４－１０
08-100 株式会社 高建総合コンサルタント 福留明男 787-0014 四万十市駅前町２－３
08-101 株式会社 新晃総合コンサルタント 松本　智 780-8074 高知市朝倉横町１－３２
08-103 株式会社 エス・アクシス 徳田晴男 790-0056 松山市土居田町５９３－１
08-104 株式会社　建設マネジメント四国 善勝光一 760-0066 高松市福岡町３－１１－２２
08-105 株式会社 西条設計コンサルタント 原　育雄 793-0044 西条市古川甲１４８－４３
08-106 株式会社　ＭＸコンサルタント 森田真敏 780-8050 高知市鴨部８９４－１３
08-107 株式会社 プラムコンサルタント 栗林秀樹 761-8042 高松市御厩町８６８－２
08-108 株式会社 米北測量設計事務所 越智啓文 799-1506 今治市東村南２－２－２９
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九州支部
会員番号 名称 代表者氏名 郵便番号 住所１ 住所２
09-002 長嶋補償コンサルタント株式会社 長嶋敏行 870-0045 大分市城崎町２－４－７
09-006 平和総合コンサルタント株式会社 平塚万里子 839-0862 久留米市野中町９１４
09-011 九州建設コンサルタント株式会社 三浦慶宣 870-0946 大分市大字曲９３６－１
09-014 株式会社 九州開発エンジニヤリング 原田　卓 862-0912 熊本市東区錦ヶ丘３３－１７
09-015 株式会社 三和不動産鑑定所 園田修司 862-0911 熊本市東区健軍１－６－２
09-022 株式会社 大陸総合コンサルタント 松尾  卓 815-0004 福岡市南区高木１－８－１８
09-023 株式会社 手塚不動産鑑定所 手塚國憲 892-0848 鹿児島市平之町１－８－２０５
09-032 株式会社 九州不動産鑑定所 青木充信 860-0863 熊本市中央区坪井４－１０－１
09-035 大正測量設計株式会社 川﨑信三 811-1365 福岡市南区皿山３－２－５６
09-042 株式会社 別大補償コンサルタント 利光正己 870-0001 大分市生石港町２－７－１６
09-043 西日本コンサルタント株式会社 帆足　渉 870-0852 大分市田中町１－１－８
09-045 株式会社 日建コンサルタント 吉田　靖 870-0018 大分市豊海３－７－７
09-048 東亜建設技術株式会社 藤田茂久 819-0046 福岡市西区西の丘１－７－１
09-049 株式会社 高崎総合コンサルタント 森　祐介 839-0809 久留米市東合川３－７－５
09-052 和興測量設計株式会社 小野光彦 839-0809 久留米市東合川３－１－１０
09-057 平和測量設計株式会社 野田隆一 839-0809 久留米市東合川７－１０－１１
09-059 九建設計株式会社 平川昌寛 876-0045 佐伯市大字上岡２２７０
09-061 扇精光コンサルタンツ株式会社 安部清美 851-0134 長崎市田中町５８５－４
09-065 株式会社 国土開発コンサルタント 志多充吉 880-0015 宮崎市大工３－１５５
09-067 株式会社 新世コンソーシアム 藤原　寛 811-1302 福岡市南区井尻３－２２－２３
09-068 株式会社 建友社設計 平松晃一 852-8117 長崎市平野町３－５
09-069 株式会社 九州補償センター 芦刈太一郎 870-0026 大分市金池町１－５－７－８０９
09-070 株式会社 白石総合コンサルタント 白石陽一 871-0024 中津市中央町１－２－３５
09-071 新九州用地株式会社 髙橋一馬 890-0066 鹿児島市真砂町１７－６
09-072 芳野測量設計株式会社 中雄淳一郎 812-0053 福岡市東区箱崎７－５－８
09-074 九州技術開発株式会社 向井孝太郎 849-0937 佐賀市鍋島５－７－２３
09-075 株式会社 旭総合コンサルタント 鬼束宜朗 885-0044 都城市安久町６３３８－５
09-076 長崎総合鑑定株式会社 渡辺浩一 850-0034 長崎市樺島町７－６ ＮＳビル
09-080 三共測量設計株式会社 佐藤博之 830-0063 久留米市荒木町荒木１３３２－１
09-081 西日本開発株式会社 谷川達夫 854-0125 諌早市早見町２５９
09-083 株式会社 中神不動産鑑定所 菅野道雅 880-0052 宮崎市丸山２－２８０－２
09-085 株式会社 旭鑑定補償 津久井　顯 810-0012 福岡市中央区白金２－１１－９
09-086 株式会社 黒木総合鑑定 黒木勇人 880-0013 宮崎市松橋１－５－２７ ＫＭビル
09-088 株式会社 孝栄設計コンサルタント 川崎孝志 811-1302 福岡市南区井尻１－３６－２０ 孝栄ビル
09-090 大福コンサルタント株式会社 福田真也 890-0068 鹿児島市東郡元町１７－１５
09-091 株式会社 錦城 岩満俊一郎 899-8605 曽於市末吉町二之方２９７２－３
09-096 精工C＆C　株式会社 中村宜彦 847-1211 唐津市北波多岸山６１１－１６
09-097 株式会社 中央補償コンサルタント 竹中眞一 803-0851 北九州市小倉北区木町３－３－７
09-098 株式会社 大進 山内康功 890-0016 鹿児島市新照院町２１－７
09-101 株式会社 萩原技研 萩原功一郎 892-0816 鹿児島市山下町１６－２０
09-102 中央テクノ株式会社 上山秀満 899-2701 鹿児島市石谷町３２０８－１
09-103 新和技術コンサルタント株式会社 原田隆男 890-0008 鹿児島市伊敷４－１２－１３
09-105 アークコンサルタント株式会社 藏屋裕治 891-0115 鹿児島市東開町４－２６－１０１
09-107 株式会社 大建補償コンサルタント 徳永健一 811-1302 福岡市南区井尻３－２２－２３－４階
09-108 株式会社 つばさ 荒武　裕 892-0833 鹿児島市松原町１０番地２４－２０１
09-112 株式会社 渡辺測量建築事務所 渡邉健生 811-1364 福岡市南区中尾３－２－７
09-113 日本建設技術株式会社 原　裕 847-1201 唐津市北波多徳須恵１４１７－１
09-114 株式会社 岩切設計 岩切拓也 880-0014 宮崎市鶴島１－５－２８
09-115 株式会社 イオリ技建コンサルタント 宇住庵建悟 890-0007 鹿児島市伊敷台１－２２－５ イオリビルＢ１
09-116 西日本総合コンサルタント株式会社 福島裕充 849-0902 佐賀市久保泉町大字上和泉３１１４－３
09-117 第一復建株式会社 藤山　勤 812-0006 福岡市博多区上牟田１－１７－９
09-118 株式会社 大建 松尾憲親 814-0031 福岡市早良区南庄２－９－１２
09-120 株式会社 柳元不動産鑑定事務所 柳元　丘 890-0052 鹿児島市上之園町７－１６
09-122 株式会社 久永コンサルタント 福留三郎 890-0007 鹿児島市伊敷台１－２２－２
09-126 株式会社 エスジー技術コンサルタント 陣内哲大 840-0805 佐賀市神野西４－１８－２５
09-127 株式会社 桜島測量設計事務所 加治木　久 891-1105 鹿児島市郡山町１２２７－１２
09-128 株式会社 公共補償コンサルタント 花木貴司 895-0072 薩摩川内市中郷３－１１２
09-132 株式会社 新英コアテクニカ 横田政博 843-0023 武雄市武雄町大字昭和１３５
09-133 日向測量設計株式会社 黒木繁盛 883-0013 日向市新生町１－７２
09-134 株式会社 ロードリバーコンサルタント 佐藤秀夫 880-0032 宮崎市霧島２－１６２－２
09-137 株式会社 サタコンサルタンツ 重中一朗 890-0043 鹿児島市鷹師２－３－２
09-139 株式会社 トップコンサルタント 詫間政弘 849-0903 佐賀市久保泉町大字下和泉字古村２７１３－ ３
09-145 株式会社 南都技研 多田佳充 880-0024 宮崎市祇園２－８－１
09-148 株式会社 原田設計 原田　誠 840-2104 佐賀市諸富町大字徳富１２８９
09-150 有限会社 福島測量設計調査事務所 藤原幸一 881-0005 西都市大字三宅９４６４－３
09-151 株式会社 中原総合鑑定所 中原良平 890-0063 鹿児島市鴨池１－７－８
09-152 大和コンサル株式会社 中嶋義和 830-0022 久留米市城南町２３－３
09-154 株式会社 鑑定ソリュート福岡 廣原浩一 812-0013 福岡市博多区博多駅東２－６－１ 九勧筑紫通ビル３階
09-156 株式会社 日新技術コンサルタント 土井和則 849-5251 伊万里市大川町大川野１６３４－１
09-158 株式会社 西日本建設コンサルタンツ 田中幸成 862-0954 熊本県熊本市中央区神水２－１９－２０
09-159 株式会社 久栄綜合コンサルタント 髙木亮一 830-0061 久留米市津福今町３４９－１８
09-161 株式会社 八光開発コンサルタント 星原英樹 885-0004 都城市都北町５５１１－２
09-163 株式会社 重野設計事務所 馬場武司 851-2214 長崎市鳴見町６５－５
09-167 株式会社 シーマコンサルタント 中島観司 839-0852 久留米市高良内町２６９８－３０
09-170 株式会社 有明エンジニアリング 西　秀雄 849-0926 佐賀市若宮１－６－３３
09-172 株式会社 田口設計事務所 田口英光 852-8061 長崎市滑石２－７－１３
09-173 県北土地開発株式会社 宮﨑直人 857-0058 佐世保市上町１－１
09-174 株式会社 林不動産鑑定所 林　和夫 882-0821 延岡市本町２－３－８
09-175 株式会社 前田総合鑑定所 前田　豊 892-0822 鹿児島市泉町１１－１９ 第三丸福ビル２階
09-176 株式会社 国土技術コンサルタンツ 安永信一郎 890-0008 鹿児島市伊敷２－１４－１０
09-177 株式会社 コンテック 紫村浩明 814-0004 福岡市早良区曙２－１－１６
09-179 ダン企画設計コンサルタント株式会社 秋吉隆利 816-0093 福岡市博多区那珂２－１６－１４
09-180 株式会社 上田測量設計 上田幸成 855-0843 島原市新山２－９００２
09-182 株式会社 毎長補償鑑定 原　博明 810-0002 福岡市中央区西中洲１２－１３ 樋口ビル１階
09-186 株式会社 本田開発コンサルタント 本田　實 837-0926 大牟田市上白川町１－８
09-187 株式会社 みともコンサルタント 東　英雄 890-0066 鹿児島市真砂町３７－１０
09-189 大倉測量設計株式会社 大倉良夫 838-0031 朝倉市屋永４３２７－１２
09-190 東洋コンサルタント株式会社 吉郷高治 838-0224 福岡県朝倉郡筑前町松延７９６－３７
09-191 株式会社 西日本建設測地社 上村　隆 860-0051 熊本市西区二本木３－８－２
09-192 株式会社 テクノ 中園孝一 839-0809 久留米市東合川３－１－２１
09-193 株式会社 西日本測量設計 楢原慎一 830-0051 久留米市南１－１４－１１
09-194 株式会社　オリエントアイエヌジー 中島靖人 850-0022 長崎市馬町５５
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09-195 株式会社 アーバン設計 武富龍馬 849-0936 佐賀市鍋島町大字森田５１１－１
09-196 有限会社 ショット企画 河野泰徳 861-5517 熊本市北区鶴羽田３－９－３
09-198 株式会社 新和コンサルタント 新原裕介 818-0131 太宰府市水城２－１８－３７
09-203 株式会社 アルファ企画 曲田勇二 890-0052 鹿児島市上之園町１２－１４
09-204 霧島エンジニアリング株式会社 中西　修 899-6507 霧島市牧園町宿窪田２１７８－２
09-212 ひかり補償鑑定株式会社 栗田光雄 870-0044 大分市舞鶴町１－２－１５
09-215 三州技術コンサルタント株式会社 池端　司 890-0042 鹿児島市薬師１－６－７
09-218 株式会社 テクノコンサルタント 甲斐　猛 870-0108 大分市三佐１－５－１４
09-219 有限会社 横山建築事務所 横山隆二 880-0925 宮崎市大字本郷北方４４４２－５
09-220 株式会社 コスモエンジニアリング 松尾恒之 843-0001 武雄市朝日町大字甘久３７９６
09-223 株式会社 双葉組 大村慎二郎 860-0067 熊本市西区城山大塘３－１３－５
09-224 株式会社 建匠コンサルタント 西村博文 840-0054 佐賀市水ヶ江５－８－１１
09-225 東亜コンサルタント株式会社 梶原宏一郎 870-0150 大分市東原１－２０－１７
09-226 ダイエーコンサルタント株式会社 岩田美沙 879-0311 宇佐市大字森山１８１３－５
09-227 有限会社 肥後建築総合事務所 跡部久美子 812-0888 福岡市博多区板付２－１１－１８
09-228 株式会社 大亜 西川　肇 890-0041 鹿児島市城西２－３－７
09-230 福高総合技術コンサルタント株式会社 高倉力矢 810-0802 福岡市博多区中洲中島町４－２３
09-232 株式会社 水野建設コンサルタント 椎葉晃吉 862-0933 熊本市東区小峯２－６－２６
09-234 株式会社 長崎測量設計 森重孝志 850-0054 長崎市上町１－２７
09-237 株式会社 海渡設計 野田誠一 813-0043 福岡市東区名島２－２－８
09-239 株式会社 産研九州 松尾　徹 857-0133 佐世保市矢峰町９０－４
09-242 株式会社 福起設計コンサルタント 池田　淳 812-0023 福岡市博多区奈良屋町１１－１８
09-243 大洋測量設計株式会社 川野大輔 879-0444 宇佐市大字石田４４
09-244 株式会社 コンサルユニックス 平山久美子 862-0910 熊本市東区健軍本町４－３
09-251 株式会社 キョウワ 田染正敏 879-0627 豊後高田市新地１９５２－３
09-252 株式会社 アーバンプラン 野中裕充 830-0061 久留米市津福今町４０４－２２４
09-253 アーバンコンサルタント株式会社 大久保正己 857-0144 佐世保市皆瀬町７１９－２
09-258 株式会社 都市総合鑑定所 斉藤晃一 880-0805 宮崎市橘通東１－４－７ Ｔシティビル２階
09-259 株式会社 ツツミ技研 緒方哲二 874-0032 別府市上人本町１－１
09-260 精巧エンジニアリング株式会社 阿部忠男 879-5103 由布市湯布院町川南１１－３
09-262 日進コンサルタント株式会社 寺本昇司 871-0025 中津市大字万田６０２－２
09-264 株式会社 本田設計コンサルタント 本田吉伸 861-8041 熊本市東区戸島１－１３－５８
09-265 株式会社 新日本技術コンサルタント 上野竜哉 890-0034 鹿児島市田上８－２４－２１
09-266 株式会社 新生補償コンサルタント 那須睦郎 862-0913 熊本市東区尾ノ上１－３－７
09-267 株式会社 第一設計コンサルタント 猪口輝美 807-1102 北九州市八幡西区香月中央３－２－１
09-268 国際技術コンサルタント株式会社 岡　達也 849-0203 佐賀市久保田町大字新田３７９７－３
09-269 古川総合設計株式会社 後藤健之 862-0910 熊本市東区健軍本町２８－８
09-272 株式会社 熊野建築設計 熊野正器 803-0826 北九州市小倉北区高峰町１０－３６
09-273 株式会社 未来補償コンサルタント 南  博 862-0913 熊本市東区尾ノ上３－１１－１０
09-274 株式会社 プロテック 岡﨑宏志 806-0067 北九州市八幡西区引野２－２－１０－４０２
09-275 株式会社 モトイ建築事務所 原　誠司 802-0974 北九州市小倉南区徳力１－１０－１５
09-281 株式会社 アイズ設計コンサルタント 西永隆宏 803-0812 北九州市小倉北区室町３－２－２７－９０１
09-282 株式会社 協栄コンサルタント 原田　清 802-0005 北九州市小倉北区堺町２－１－１
09-283 株式会社 福岡都市コンサルタント 繁田善信 806-0064 北九州市八幡西区割子川２－１３－２
09-284 株式会社 建設技術コンサルタンツ 土川武文 890-0007 鹿児島市伊敷台１－２２－１
09-285 株式会社福岡茜コンサルタント 柄本一彦 812-0025 福岡市博多区店屋町４－１６
09-286 株式会社 有明測量開発社 藤本祐二 861-4108 熊本市南区幸田２－７－１
09-287 株式会社 優輝総合コンサル 川副俊明 812-0876 福岡市博多区昭南町２－３－８ ＥＫＳビル２Ｆ
09-288 株式会社 東山システック 山崎友裕 862-0951 熊本市中央区上水前寺２－２２－８
09-289 株式会社 アップス 山下昭良 883-0021 日向市大字財光寺３７７－１
09-290 松本技術コンサルタント株式会社 松本賢太 871-0161 中津市大字上池永１２８５－１０
09-291 株式会社 日峰測地 室屋祐介 899-3401 南さつま市金峰町大野３６１６
09-292 株式会社 アクティブ補償コンサルタント 平山誠一 862-0908 熊本市東区新生２－２４－６
09-293 コスモコンサルタンツ株式会社 神田橋　孝 890-0063 鹿児島市鴨池２－８－１７
09-294 株式会社 三浜測量設計社 志水共一 861-2106 熊本市東区東野３－１７－１６
09-295 株式会社 大日測量設計 井上忠治 841-0047 鳥栖市今泉町２４２９－３
09-296 アシスト補償株式会社 原田康生 890-0042 鹿児島市薬師２－３７－２２
09-297 鹿児島土木設計株式会社 篠原　誠 891-0115 鹿児島市東開町１２－１０
09-298 株式会社 九州構造設計 野中健史 840-0017 佐賀市新郷本町２４－１３
09-299 イースト企画設計有限会社 赤坂芳彦 860-0831 熊本市中央区八王寺町１３－８２
09-300 大分補償コンサルタント株式会社 古庄真一 870-0961 大分市下郡山の手２０－１
09-301 フジ総合補償鑑定株式会社 藤岡  憲 830-0061 久留米市津福今町１９５－１２
09-302 株式会社 長友総研 長友岳夫 880-0803 宮崎市旭２－１－５
09-303 株式会社 南日本技術コンサルタンツ 坪内己喜男 890-0034 鹿児島市田上３－１８－２０
09-305 大和総合補償株式会社 笠井照子 810-0001 福岡市中央区天神４－２－２０
09-306 株式会社 工藤測量設計 野里茂喜 852-8111 長崎市高尾町４６－２７
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会員名簿

沖縄支部
会員番号 名称 代表者氏名 郵便番号 住所１ 住所２
10-004 株式会社 沖縄ランドコンサルタント 桃原昌宏 900-0024 那覇市古波蔵４－７－２１
10-005 株式会社 国土鑑定センター 仲本　徹 900-0032 那覇市松山２－２５－１７
10-006 株式会社 沖縄用地測量設計 島袋　厚 902-0071 那覇市繁多川２－１４－７－２０１号 繁多川ハイツ
10-009 株式会社 松田・伸設計 金城好伸 900-0024 那覇市古波蔵４－１２－８
10-011 株式会社 沖縄総研 神谷　恵 900-0021 那覇市泉崎１－６－１
10-012 琉球建設コンサルタント株式会社 中島良秀 901-2132 浦添市伊祖１－３２－８
10-013 株式会社 アサギ総合コンサルタント 玉城宗明 902-0065 那覇市壷屋１－３２－９
10-014 株式会社 アジア測量設計 松川竹丸 901-2131 浦添市牧港４－４－５
10-015 株式会社 国吉設計 国吉清一 903-0814 那覇市首里崎山町４－２０６
10-017 株式会社 丸島建設コンサルタント 島袋精賢 902-0071 那覇市繁多川２－１４－７－２０３
10-018 株式会社 与那嶺測量設計 東竹西広晃 902-0065 那覇市壺屋１－２２－１１
10-019 那覇不動産鑑定株式会社 仲程　通秀 900-0022 那覇市樋川１－１３－１
10-020 株式会社 鑑定ソリュート沖縄 玉那覇兼雄 901-0155 那覇市金城２－１１－４ エナジー２Ｆ
10-023 株式会社 国建 比嘉盛朋 900-0015 那覇市久茂地１－２－２０
10-026 株式会社 大宝エンジニア 大城喜昭 901-2215 宜野湾市真栄原２－４－９ 宮城アパート２０３
10-027 株式会社 タップ 小濱定和 902-0073 那覇市字上間２１０－４
10-028 株式会社 沖縄地所鑑定 秋田　稔 900-0013 那覇市牧志１－９－８
10-029 株式会社 渡久山設計 運天　勳 901-2131 浦添市牧港２－８－４
10-031 有限会社 色設計 田中清貴 902-0073 那覇市字上間４３７－１０
10-033 株式会社 エー・アール・ジー 池間　守 901-2113 浦添市大平２－１９－１１
10-034 株式会社 総合設計玉城 川平恵正 902-0073 那覇市上間２１２－１ 幸アパート１０１号
10-035 株式会社 アート設計 前川朝昭 900-0004 那覇市銘苅３－２３－１６ あ～とび～る５階
10-036 有限会社 すみよし 我那覇裕行 900-0034 那覇市東町２５－７
10-038 株式会社 具志堅建築設計事務所 具志堅 力 900-0023 那覇市楚辺２－３１－９
10-040 有限会社 三和総合設計 新垣昇盛 900-0033 那覇市久米１－９－１
10-041 株式会社　福治不動産鑑定所 福治友次 902-0066 那覇市字大道１３０
10-042 株式会社 オゼック 比嘉敏康 900-0003 那覇市安謝１－１８－２２ コーポラス碧２０１号
10-043 株式会社 都市建築設計 野原　勉 900-0024 那覇市古波蔵４－１－１
10-044 株式会社 三杉設計 與儀清三 903-0826 那覇市首里寒川町１－１０１－１０
10-045 株式会社 有建築事務所 玉那覇　浩 903-0823 那覇市首里大中町１－４１－３
10-046 株式会社　はまもと不動産鑑定 濱元　毅 902-0075 那覇市国場１１７０－４
10-048 有限会社　アセスメントエンジニア 上地安弘 903-0807 那覇市首里久場川町２－２４－３ クラスト首里５０５
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