
[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

8908 所長 〒816-0905 ( 富山県 )

　森　隆

7966 代表取締役 〒812-8001 ( 福岡県 )

　大杉　哲哉

8172 所長 〒810-0013 ( 東京都 )

　嶋村　泰弘

8909 代表取締役 〒810-0041 ( 福岡県 )

　新田　裕司

167 支社長 〒812-0011 ( 東京都 )

　早田　満

8082 支社長 〒810-0011 ( 広島県 )

　前田　隆志

8910 代表取締役 〒270-2203 ( 千葉県 )

　松坂　福弘

172 支社長 〒812-0013 ( 東京都 )

　安藤　宏樹

8191 代表取締役 〒815-0082 ( 福岡県 )

　桑田　光幸

185 支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　佐々木　研二

8126 支店長 〒812-0011 ( 大阪府 )

　森　忠則

161 常務取締役執行役員支社長 〒810-0004 ( 東京都 )

　前田　隆

8786 代表取締役 〒883-0021 ( 宮崎県 )

　山下　昭良

7487 代表取締役 〒812-0017 ( 福岡県 )

　原　恵子

192 代表取締役 〒819-0015 ( 福岡県 )

　白水　望

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（コンサル等）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称

(株）アーキジオ九州 　土　地　農
福岡県大野城市川久保2-1-1

（株）アーバンデザインコンサルタン
ト

　建　土
福岡県福岡市博多区博多駅前2-12-26

（株）アーバントラフィックエンジニ
アリング福岡事務所

　測　土　農
福岡県福岡市中央区大宮1-4-34

（株）アービカルネット 　建　土
福岡県福岡市中央区大名2-4-30-3Ｆ

（株）アール・アイ・エー九州支社 　建　土
福岡県福岡市博多区博多駅前1-21-28

（株）あい設計九州支社 　建　農
福岡県福岡市中央区高砂1-11-1

アクアテック（株） 　農
千葉県松戸市六高台2-79-4-405

朝日航洋（株）九州空情支社 　測　土　地　補　農
福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目12番1号

（株）アジア建設コンサルタント 　測　土　地　補
福岡県福岡市南区大楠2-8-13

アジア航測（株）福岡支店 　建　土　地　補
福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2　八百治センタービル

（株）アスコ大東九州支店 　測　土　地　補
福岡県福岡市博多区博多駅前1-9-3

（株）梓設計九州支社 　建　土
福岡県福岡市中央区渡辺通5-23-8サンライトビル８階

（株）アップス 　測　建　土　補
宮崎県日向市財光寺377-1

アトリエＢＢＳ（株） 　建
福岡県福岡市博多区美野島2-1-31

（有）蟻設備設計事務所 　建
福岡県福岡市西区愛宕1-15-19-202
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

8785 代表取締役 〒810-0024 ( 福岡県 )

　福井　潤

8736 支店長 〒812-0013 ( 大阪府 )

　木下　哲矢

8078 代表取締役 〒850-0862 ( 長崎県 )

　水元　薫

8072 代表取締役 〒812-0020 ( 福岡県 )

　藤本　尚伸

173 代表取締役 〒810-0075 ( 福岡県 )

　大野　剛正

170 オフィス代表 〒812-0024 ( 東京都 )

　長尾　昌高

7618 支店長 〒812-0017 ( 東京都 )

　村田　浩之

8617 支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　膳場　進二

8349 所長 〒850-0057 ( 岐阜県 )

　稲田　昌和

160 支社長 〒812-0016 ( 岡山県 )

　奥山　道哉

8911 代表取締役 〒851-0121 ( 長崎県 )

　上野　英剛

7199 代表取締役 〒135-0042 ( 東京都 )

　五木田　行男

8906 取締役 〒839-0801 ( 福岡県 )

　梅野　克成

8128 代表取締役 〒812-0018 ( 福岡県 )

　木村　保明

165 代表取締役 〒818-0072 ( 福岡県 )

　岩本　徳文

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（コンサル等）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称

（株）蟻ノ塔設計事務所 　建
福岡県福岡市中央区桜坂3-8-1

（株）阿波設計事務所九州支店 　建
福岡県福岡市博多区博多駅東3-10-15

（株）イーエムトラスト 　土
長崎県長崎市出島町4-4-4

（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 　測　建　土　農
福岡県福岡市博多区対馬小路1-21

（株）イーディシー 　測　土　補　農
福岡県福岡市中央区港2-4-31

（株）石本建築事務所九州オフィス 　建　土
福岡県福岡市博多区網場町2番2号福岡第一ビル

（株）市浦ハウジング＆プランニング
福岡支店

　建　土
福岡県福岡市博多区美野島一丁目2番8号

（株）伊藤喜三郎建築研究所九州支店 　建
福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-1　博多駅前第一生命ビル

（株）イビソク長崎営業所 　測　土　補　農
長崎県長崎市大黒町6-9　203号

（株）ウエスコ九州支社 　測　土　地　補　農
福岡県福岡市博多区博多駅南2-4-11シティコート中陽

（株）ウヱノ 　測　土　地　農
長崎県長崎市宿町163-6

（株）ウチダテクノ 　建
東京都江東区木場2-17-16

（有）梅野設計 　建
福岡県久留米市宮ノ陣4-29-11

（株）エス技建 　建　土
福岡県福岡市博多区住吉4-27-3　テクノ住吉202

（株）エスケイエンジニアリング 　測　土　補
福岡県筑紫野市二日市中央1-1-50
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

1476 代表取締役 〒812-0028 ( 福岡県 )

　澁江　章子

1468 取締役九州支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　眞木　勝郎

162 事業部長 〒812-0007 ( 東京都 )

　入江　浩志

1582 支社長 〒810-8577 ( 東京都 )

　横田　昌典

8638 所長 〒811-1302 ( 東京都 )

　小池　順

8168 専務取締役支社長 〒815-0031 ( 愛知県 )

　松浦　正一

8495 代表取締役社長 〒819-0052 ( 福岡県 )

　川本　雅史

8111 代表取締役 〒815-0075 ( 福岡県 )

　津村　英介

1436 支社長 〒811-1302 ( 東京都 )

　陣内　龍太郎

184 代表取締役 〒861-8046 ( 熊本県 )

　野村　茂

8907 代表取締役 〒869-0532 ( 熊本県 )

　岡村　健志

8731 代表取締役 〒822-1212 ( 福岡県 )

　野田　誠一

8564 代表取締役 〒850-0022 ( 長崎県 )

　中島　靖人

8109 代表取締役 〒112-0004 ( 東京都 )

　鎌田　守博

8742 所長 〒801-0831 ( 大阪府 )

　村井　康一

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（コンサル等）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称

（株）エスティ環境設計研究所 　建　土
福岡県福岡市博多区須崎町12-8

（株）ＮＴＴファシリティーズ九州支
店

　建　農
福岡県福岡市博多区博多駅前1-17-21

エヌ・ティ・ティ・インフラネット
（株）九州事業部

　測　土
福岡県福岡市博多区東比恵２－３－７

（株）エヌエイチケイアイテック九州
支社

　建
福岡県福岡市中央区六本松1-1-10NHK福岡放送センタービル内

エヌエス環境（株）福岡営業所 　測　土　地　農
福岡県福岡市南区井尻2-21-36

ＮＴＣコンサルタンツ（株）九州支社 　測　土　地
福岡県福岡市南区清水4-22-1

（株)ｍ３建築事務所 　建
福岡県福岡市西区下山門１－１２－３

（株）ＥＮＪＥＣ 　土
福岡県福岡市南区長丘3-1-18

応用地質（株）九州支社 　土　地
福岡県福岡市南区井尻2-21-36

（株）オークスコンサルタント 　測　土　地　補
熊本県熊本市東区石原3-9-5

（株）オカムラ 　農
熊本県宇城市松橋町久具1948-1

（株）海渡設計 　測　建　土　補
福岡県田川郡福智町弁城2430

（株）オリエントアイエヌジー 　測　建　土　地　補　農
長崎県長崎市馬町55

（株）鎌田建築設計 　建
東京都文京区後楽2-3-10

（株）環境技術研究所九州営業所 　土
福岡県北九州市門司区丸山1-23-9
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

8163 代表取締役 〒819-0001 ( 福岡県 )

　田中　直継

7780 代表取締役 〒160-0017 ( 東京都 )

　江遠　要甫

8278 支店長 〒812-0013 ( 福岡県 )

　貴戸　秀徳

411 代表取締役 〒815-0033 ( 福岡県 )

　佐藤　俊郎

432 代表取締役 〒106-0032 ( 東京都 )

　仙田　順子

8551 支店長 〒812-0011 ( 大阪府 )

　後藤　昭義

8140 所長 〒812-0892 ( 東京都 )

　小山田　正男

8787 代表取締役 〒870-0009 ( 大分県 )

　磯辺　正之

387 代表取締役 〒812-0874 ( 福岡県 )

　花村　修

1473 代表取締役 〒862-0954 ( 熊本県 )

　徳永　和人

408 所長 〒812-0012 ( 東京都 )

　宮越　衛

391 代表取締役 〒813-0013 ( 福岡県 )

　志多　充吉

406 支社長 〒812-0011 ( 東京都 )

　久寿米木　健司

429 執行役員九州支社長 〒810-0001 ( 東京都 )

　中本　俊也

8399 代表取締役 〒710-0038 ( 岡山県 )

　佐野　勲

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（コンサル等）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称

（株）環境施設 　土
福岡県福岡市西区小戸3-50-20

（株）環境施設コンサルタント 　建　農
東京都新宿区左門町16-1

環境テクノス（株）福岡支店 　土
福岡県福岡市博多区博多駅東1-10-23

（株）環境デザイン機構 　建　土
福岡県福岡市南区大橋2丁目2番1号ﾏﾙｲﾋﾞﾙ2F

（株）環境デザイン研究所 　建
東京都港区六本木5-12-22

（株）かんこう九州支店 　測　土　地　補　農
福岡県福岡市博多区博多駅前2-9-17　ﾄｰｶﾝ第5ｷｬｽﾃｰﾙ

管清工業（株）九州営業所 　土　農
福岡県福岡市博多区東那珂2-17-28

九州航空（株） 　測　農
大分県大分市王子町12-1

（株）九州地質コンサルタント 　測　土　地
福岡県福岡市博多区光丘町2-3-21

（株）九州文化財研究所 　測　農
熊本県熊本市神水1-32-19

（株）教育施設研究所福岡事務所 　建
福岡県福岡市博多区博多駅中央街7番2号博多ＳＳビル

極水設計（株） 　測　土
福岡県福岡市東区香椎駅前2-9-1

（株）楠山設計九州支社 　建
福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-25博多クリエイトビル

（株）久米設計九州支社 　建　土
福岡県福岡市中央区天神1-14-1日本生命福岡ビル

倉測建設コンサルタント（株） 　測　建　土　地　補
岡山県倉敷市新田2527-6
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

8306 所長 〒810-0074 ( 東京都 )

　小田　英昭

8534 代表取締役 〒810-0072 ( 福岡県 )

　高浪　敬子

1667 代表取締役 〒812-0024 ( 福岡県 )

　日暮　光一郎

9002 支社長 〒812-0011 ( 東京都 )

　高山　直久

7646 代表取締役 〒810-0801 ( 福岡県 )

　林田　俊二

8733 代表取締役 〒113-0033 ( 東京都 )

　香山　壽夫

421 代表取締役社長 〒154-8530 ( 東京都 )

　羽田　寛

599 執行役員九州オフィス代表 〒812-0025 ( 東京都 )

　嶋田　秀雄

8568 代表取締役 〒861-8035 ( 熊本県 )

　石炭　行信

628 代表取締役 〒812-0027 ( 福岡県 )

　船津　浩

613 代表取締役 〒812-0888 ( 福岡県 )

　山本　旗年

612 九州事務所長 〒812-0027 ( 大阪府 )

　百武　篤

7676 支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　守谷　修司

622 支社長 〒810-0801 ( 大阪府 )

　堀川　英明

626 九州支店長 〒860-0041 ( 愛知県 )

　宮本　聖治

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（コンサル等）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称

グリーン・コンサルタント（株）九州
営業所

　測　土
福岡県福岡市中央区大手門2-1-34

（株）ＣＲＥＡＴＩＯＮ 　建
福岡県福岡市中央区長浜2-3-6　三陽長浜ビル2階

グローバル・ライフ・サポート（株） 　建　土
福岡県福岡市博多区綱場町5番1号

(株)ケー・シー・エス九州支社 　土
福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目4-4

（株）建築企画コム・フォレスト 　建
福岡県福岡市博多区中洲5-6-24

（有）香山壽夫建築研究所 　建
東京都文京区本郷2-12-10

国土情報開発（株） 　測
東京都世田谷区池尻2-7-3

（株）佐藤総合計画九州オフィス 　建　土
福岡県福岡市博多区店屋町5-18

（株）三計テクノス 　土
熊本県熊本市東区御領5-6-53

（株）産研設計 　建
福岡県福岡市博多区下川端町1-1

（株）サンコンサル 　測　土　補
福岡県福岡市博多区板付2-5-4

（株）三座建築事務所九州事務所 　建　土
福岡県福岡市博多区下川端町10-5博多麹屋ビル

（株）サンスイ九州支店 　農
福岡県福岡市博多区博多駅前2-12-26-702

（株）三水コンサルタント西部支社 　測　土　地
福岡県福岡市博多区中洲5-6-28

（株）三祐コンサルタンツ九州支店 　測　土　地　補　農
熊本県熊本市細工町4-30-1
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

8896 代表取締役 〒891-2115 ( 鹿児島県 )

　岩元　みづえ

634 支店長 〒812-0014 ( 大阪府 )

　梶原　隆男

618 代表取締役社長 〒812-0013 ( 福岡県 )

　馬場　義文

629 支店長 〒812-0036 ( 大阪府 )

　細田　量秀

8555 代表取締役 〒812-0023 ( 福岡県 )

　小西　龍三郎

8838 代表取締役 〒812-0011 ( 福岡県 )

　吉田　俊文

8840 代表取締役社長 〒812-0035 ( 福岡県 )

　宮崎　博永

563 支社長 〒810-0074 ( 東京都 )

　丸山　勝己

608 所長 〒810-0042 ( 大阪府 )

　藤森　久司

9012 代表取締役 〒811-1302 ( 福岡県 )

　藤原　寛

635 代表取締役社長 〒812-0043 ( 福岡県 )

　福澤　一博

1622 支店長 〒812-0017 ( 東京都 )

　古元　俊治

820 所長 〒812-0018 ( 大阪府 )

　木幡　悟

822 代表取締役 〒811-1302 ( 福岡県 )

　徳永　健一

797 代表取締役 〒811-1313 ( 福岡県 )

　大塚　憲一

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（コンサル等）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称

（有）サンロック 　農
鹿児島県垂水市浜平1805-5

（株）三和綜合コンサル九州支店 　補
福岡県福岡市博多区比恵町2-7　博多東エースビル5階

ＪＲ九州コンサルタンツ（株） 　測　建　土　地
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－１４

写測エンジニアリング（株）福岡支店 　測　土　補
福岡県福岡市博多区上呉服町11-16(高栄福岡ビル)

（株）修復技術システム 　測　建　土　農
福岡県福岡市博多区奈良屋町5-10

（株）俊設計 　建
福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-8　安田第4ビル

情報機器エンジニアリング（株） 　土　農
福岡県福岡市博多区中呉服町5-14

昭和（株）九州支社 　測　建　土　地　補
福岡県福岡市中央区大手門3-4-22

（株）昭和設計九州事務所 　建　土
福岡県福岡市中央区赤坂1-5-11

(株)新世コンソーシアム 　測　土　補
福岡県福岡市南区井尻三丁目22-23

（株）スリーエヌ技術コンサルタント 　測　土　地
福岡県福岡市博多区堅粕4-24-14　トステムビル4階

（株）綜企画設計福岡支店 　建　土　農
福岡県福岡市博多区美野島2-1-31

（株）大建設計九州事務所 　建　土　農
福岡県福岡市博多区住吉3-1-1　富士フィルム福岡ビル

（株）大建補償コンサルタント 　測　建　補
福岡県福岡市南区井尻三丁目22番23号4階

（株）大高開発 　測　土　補
福岡県福岡市南区曰佐5-7-26
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

809 代表取締役 〒802-0023 ( 福岡県 )

　糸永　卓見

8741 支社長 〒810-0004 ( 大阪府 )

　谷本　政樹

8994 代表取締役 〒814-0021 ( 福岡県 )

　後藤　和幸

1690 代表取締役 〒812-0034 ( 福岡県 )

　浦田　峯年

8738 代表取締役 〒857-0876 ( 長崎県 )

　田中　省二

849 支社長 〒810-0001 ( 大阪府 )

　的野　泰浩

9074 代表取締役 〒815-0032 ( 福岡県 )

　小玉　純士

8300 代表取締役 〒108-8220 ( 東京都 )

　高橋　貴志

840 所長 〒812-0016 ( 大分県 )

　上野　昌寛

842 執行役員支店長 〒812-0039 ( 愛知県 )

　石井　悟

818 所長 〒812-0011 ( 石川県 )

　松倉　章

826 支社長 〒812-0038 ( 大阪府 )

　岩﨑　芳昭

853 支店長 〒812-0892 ( 広島県 )

　田上　明典

1402 支社長 〒810-0004 ( 東京都 )

　中島　城二

8988 代表取締役 〒812-0874 ( 福岡県 )

　垣本　政輝

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（コンサル等）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称

（株）太平設計 　測　土
福岡県北九州市小倉北区下富野1-6-21

大和リース（株）福岡支社 　建
福岡県福岡市中央区渡辺通4-1-36

(株)拓研コンサルタント 　測　土
福岡県福岡市早良区荒江二丁目6-37

（株）匠技術コンサルタント 　建　土
福岡県福岡市博多区下呉服町5-27山笠匠ビル2階

（株）タナカ綜合環境設計 　測　建　土　農
長崎県佐世保市塩浜町7-11

（株）谷澤総合鑑定所九州支社 　土　補　農
福岡県福岡市中央区天神2-8-38協和ビル

ダン技術設計(株) 　測　土
福岡県福岡市南区塩原三丁目8番28号

（株）丹青社 　建
東京都港区港南1-2-70

（株）地域科学研究所福岡事務所 　測　農
福岡県福岡市博多区博多駅南1-8-31　九州ビル

中央コンサルタンツ（株）福岡支店 　測　建　土　地　補
福岡県福岡市博多区冷泉町2-1

（株）中央設計技術研究所福岡事務所 　測　建　土　地
福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8住友生命博多ビル12階

中央復建コンサルタンツ（株）九州支
社

　土　地　補　農
福岡県福岡市博多区祗園町4番61号　FORECAST博多祇園

中外テクノス（株）九州支店 　測　建　土　農
福岡県福岡市博多区東那珂二丁目20番35号

（株）長大福岡支社 　測　建　土　地　農
福岡県福岡市中央区渡辺通1-1-1

（株）テクノスジャパン 　農
福岡県福岡市博多区光丘町三丁目1番5号
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

8173 取締役会長付福岡本社長 〒810-0005 ( 東京都 )

　吉田　昭博

8788 支店長 〒816-0912 ( 長崎県 )

　高山　裕之

7988 支店長 〒814-0001 ( 東京都 )

　松永　希

7765 代表取締役 〒813-0044 ( 福岡県 )

　岩本　茂美

8905 所長 〒816-0057 ( 東京都 )

　中村　孝吉

857 執行役員所長 〒812-0018 ( 大阪府 )

　三迫　靖史

846 支店長 〒812-0016 ( 広島県 )

　水江　安次郎

9046 代表取締役 〒102-0094 ( 東京都 )

　山村　健一郎

825 支店長 〒812-0011 ( 東京都 )

　星野　彰男

850 代表取締役 〒812-0016 ( 福岡県 )

　鶴田　明

8305 代表取締役 〒103-0004 ( 東京都 )

　菊池　宏行

8083 執行役員九州事務所長 〒812-0007 ( 大阪府 )

　谷本　卓也

8087 取締役九州事務所所長 〒812-0024 ( 東京都 )

　赤松　悟

833 代表取締役 〒885-0023 ( 宮崎県 )

　川本　寛人

1490 常務取締役福岡支社長 〒812-0016 ( 京都府 )

　永田　和成

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（コンサル等）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称

（株）手島建築設計事務所福岡本社 　建
福岡県福岡市中央区清川3-21-9

（株）テスコム九州支店 　農
福岡県大野城市御笠川4-11-9

電気興業（株）九州支店 　土　農
福岡県福岡市早良区百道浜1-7-5

（株）傳設計 　建　土
福岡県福岡市東区千早五丁目21番8号　3階

東亜道路工業（株）福岡営業所 　土
福岡県福岡市博多区西月隈6-3-28

（株）東畑建築事務所九州事務所 　建　土
福岡県福岡市博多区住吉3-1-1

（株）東和テクノロジー九州支店 　測　建　土　地
福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11

(株)トータルメディア開発研究所 　建
東京都千代田区紀尾井町3-23

（株）トーニチコンサルタント九州支
店

　建　土　地
福岡県福岡市博多区博多駅前2-6-10

（株）トーホー設備設計 　建
福岡県福岡市博多区博多駅南3-19-22

（株）時設計 　建
東京都中央区東日本橋3-12-11アヅマビル

（株）徳岡設計九州事務所 　建
福岡県福岡市博多区東比恵3-25-5

（株）都市環境研究所九州事務所 　建　土
福岡県福岡市博多区綱場町5-15

（株）都市総合開発研究所 　測　建　土　補
宮崎県都城市栄町24-2

内外エンジニアリング（株）福岡支社 　測　土　地　補
福岡県福岡市博多区博多駅南3-20-3
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

980 所長 〒812-0011 ( 京都府 )

　菅　忠昭

985 代表取締役 〒815-0072 ( 福岡県 )

　中桐　省三

974 会長 〒851-2127 ( 長崎県 )

　山口　弘勝

8803 代表取締役 〒850-0034 ( 長崎県 )

　渡辺　浩一

976 所長 〒812-0044 ( 愛知県 )

　梶原　朋成

1003 支店長 〒812-0013 ( 愛知県 )

　山北　周司

995 支社長 〒810-0011 ( 東京都 )

　関屋　保澄

8899 支店長 〒812-0016 ( 大阪府 )

　金満　芳幸

8902 所長 〒849-0921 ( 東京都 )

　宮原　稔治

1004 執行役員九州代表 〒810-0001 ( 東京都 )

　妹尾　賢二

975 所長 〒812-0011 ( 大阪府 )

　濱岡　陽介

987 代表取締役 〒812-0024 ( 福岡県 )

　伊藤　純仁

993 所長　 〒812-0011 ( 東京都 )

　松尾　大史

1006 支局長 〒816-0943 ( 神奈川県 )

　野田　誠一郎

1001 代表取締役 〒101-0051 ( 東京都 )

　岩脇　成彦

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（コンサル等）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称

（株）内藤建築事務所九州事務所 　建
福岡県福岡市博多区博多駅前1-14-16

（株）中桐造園設計研究所 　建　土
福岡県福岡市南区多賀1-12-26

（公社）長崎県食品衛生協会 　土　農
長崎県西彼杵郡長与町高田郷３６４０－３

長崎総合鑑定（株） 　建　補
長崎県長崎市樺島町7-6ＮＳビル

中日本建設コンサルタント（株）九州
事務所

　土　地　補
福岡県福岡市博多区千代4-29-46

中日本航空（株）福岡支店 　測　土　農
福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-33

（株）中庭測量コンサルタント福岡支
社

　測　建　土　補
福岡県福岡市中央区高砂二丁目６番４号

（株）西日本水道センター九州支店 　農
福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10-8Ｆ

ニチレキ（株）佐賀営業所 　測　土
佐賀県佐賀市高木瀬西三丁目6番22号

（株）日建設計九州オフィス 　建　土
福岡県福岡市中央区天神1-12-14紙与渡辺ビル

（株）日産技術コンサルタント九州事
務所

　測　建　土　地
福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-14

（株）日設コンサルタント 　測　土　地　補
福岡県福岡市博多区綱場町9-28

（株）日総建九州事務所 　建
福岡県福岡市博多区博多駅前1-7-22

（一財）日本環境衛生センター西日本
支局

　測　建　土　農
福岡県大野城市白木原3-5-11

（株）日本環境工学設計事務所 　測　建　土　地
東京都千代田区神田神保町2-7-3
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

8901 支社長 〒814-0002 ( 東京都 )

　小泉　隆

8900 支店長 〒812-0012 ( 東京都 )

　杉谷　高史

8897 理事長 〒105-0001 ( 東京都 )

　原田　正司

8728 代表取締役 〒862-0950 ( 熊本県 )

　古野　正也

9072 所長 〒812-0044 ( 宮城県 )

　梶谷　文夫

973 執行役員支社長 〒810-0001 ( 東京都 )

　森　浩

8898 所長 〒731-0103 ( 徳島県 )

　望月　敏文

981 代表取締役社長 〒135-8622 ( 東京都 )

　榎本　修次

7685 所長 〒812-0013 ( 山形県 )

　中野　敏男

8743 所長 〒814-0001 ( 東京都 )

　藤崎　剛

8995 代表取締役 〒810-0012 ( 福岡県 )

　金子　浩美

8594 代表取締役 〒812-0016 ( 福岡県 )

　瀬戸　信吾

1489 代表取締役社長 〒812-0015 ( 福岡県 )

　林　忠彦

1138 支店長 〒812-0893 ( 東京都 )

　栗原　俊夫

8833 代表取締役 〒812-0887 ( 福岡県 )

　二場　安之

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（コンサル等）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称

（一財）日本気象協会九州支社 　土
福岡県福岡市早良区西新1-10-27

日本交通技術（株）九州支店 　測　土　農
福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-20

（一財）日本消防設備安全センター 　建　土
東京都港区虎ノ門2-9-16

（株）日本スイコ― 　農
熊本県熊本市水前寺6-38-10

日本水道管路(株)福岡営業所 　農
福岡県福岡市博多区千代二丁目22番8号一豊ビル202号

（株）日本設計九州支社 　建　土
福岡県福岡市中央区天神1-13-2

（株）日本漏防コンサルタント広島営
業所

　農
広島県広島市安佐南区緑井8-3-5-101

（株）乃村工藝社 　建
東京都東京都港区台場２丁目３番４号

東日本漏水調査（株）九州営業所 　農
福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28-2F

（株）日立建設設計九州事務所 　建
福岡県福岡市早良区百道浜2-1-1　日立九州ビル5階

(株)Ｈｉｒｏ建築設計 　建
福岡県福岡市中央区白金一丁目6番14号

福岡水道設計（株） 　測　土
福岡県福岡市博多区博多駅南3-22-2

フコク電興（株） 　建　土
福岡県福岡市博多区山王1-15-8

フジ地中情報（株）九州支店 　測　土　農
福岡県福岡市博多区那珂5-3-13

（株）フタバ設計 　測　建　土　地　補　農
福岡県福岡市博多区三筑1-6-14
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[県外] 平成30年 9月 1日　更新

代表者役職

代表者名

8403 支社長 〒810-0001 ( 東京都 )

　森脇　亨

1139 執行役員支社長 〒812-0013 ( 広島県 )

　三重野　秀信

1237 代表取締役 〒805-0061 ( 福岡県 )

　松尾　禎泰

8085 代表取締役 〒802-0075 ( 福岡県 )

　首藤　英雄

1467 代表取締役 〒862-0933 ( 熊本県 )

　松崎　正春

8894 代表取締役 〒105-8501 ( 東京都 )

　村林　聡

8895 取締役支社長 〒812-0014 ( 広島県 )

　一栁　茂弥

1492 代表取締役 〒852-8115 ( 長崎県 )

　古賀　辰典

8405 福岡事務所長 〒812-0044 ( 東京都 )

　今泉　智之

1299 所長 〒812-0011 ( 大阪府 )

　箱嶋　次雄

1292 常務取締役支店長 〒810-0062 ( 東京都 )

　上杉　泰右

1293 常務執行役員支社長 〒812-0037 ( 東京都 )

　筬島　亮

8192 所長 〒810-0001 ( 大阪府 )

　相島　成治

1295 代表取締役 〒816-0876 ( 福岡県 )

　川副　俊明

8734 代表取締役 〒810-0022 ( 福岡県 )

　牛嶋　政雄

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（コンサル等）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称

（株）復建エンジニアリング福岡支店 　土　地
福岡県福岡市中央区天神1-14-16　福岡三栄ビル6F

復建調査設計（株）九州支社 　測　土　地　補
福岡県福岡市博多区博多駅東3-12-24

（株）松尾設計 　測　建　土　地
福岡県北九州市八幡東区西本町2-5-5

丸菱航業（株） 　測
福岡県北九州市小倉北区昭和町13-7

（株）水野建設コンサルタント 　測　土　補
熊本県熊本市小峯2-6-26

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティン
グ（株）

　建　土　農
東京都港区虎ノ門5-11-2

（株）村田相互設計九州支社 　建
福岡県福岡市博多区比恵町2-7

メディアシステム（株） 　農
長崎県長崎市岡町7-6-101

（株）森緑地設計事務所福岡事務所 　土
福岡県福岡市博多区千代4-29-46

（株）安井建築設計事務所九州事務所 　建
福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１日本生命ビル

八千代エンジニアリング（株）九州支
店

　土　地　補
福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－５

（株）山下設計九州支社 　建　土
福岡県福岡市博多区御供所町3-21

（株）山田綜合設計九州事務所 　建
福岡県福岡市中央区天神4-1-18　サンビル

（株）優輝総合コンサル 　測　建　補
福岡県福岡市博多区昭南町2-3-8

ユニオン設計（株） 　建
福岡県福岡市中央区薬院1-6-5
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代表者役職

代表者名

8903 取締役執行役員 〒812-0044 ( 神奈川県 )

　海野　陽

1298 代表取締役 〒810-0074 ( 福岡県 )

　安恒　陽一

1291 代表取締役 〒810-0802 ( 福岡県 )

　山辺　眞一

1300 所長 〒812-0013 ( 東京都 )

　鮫島　慎一

8581 代表取締役 〒857-0058 ( 長崎県 )

　吉田　徳昭

8839 所長 〒860-0863 ( 香川県 )

　寺川　圭一

1316 代表取締役 〒815-0033 ( 福岡県 )

　田中　信敏

1319 所長 〒810-0001 ( 東京都 )

　堀口　悟

1317 所長 〒810-0001 ( 大阪府 )

　谷山　恵一

8904 支店長 〒814-0121 ( 沖縄県 )

　宮里　豪

1333 代表取締役 〒810-0011 ( 福岡県 )

　和田　正樹

平成29・30年度　入札参加資格者名簿（コンサル等）

事業者番号 業　　者　　名 所　　在　　地 （本社県名） 登録業種略称

（株）ユニバァサル設計九州支社 　建
福岡県福岡市博多区千代2-21-13-203

（株）陽設計事務所 　建　土
福岡県福岡市中央区大手門3-11-20

（株）よかネット 　建　土　農
福岡県福岡市博多区中洲中島町3-8

（株）横河建築設計事務所福岡事務所 　建
福岡県福岡市博多区博多駅東2-15-19

（株）ヨシダ 　測　建　土
長崎県佐世保市上町7-7

（株）四航コンサルタント熊本営業所 　測　土　補
熊本県熊本市坪井一丁目9番22号401

（株）ランドスケープ・コア 　土
福岡県福岡市南区大橋2-2-1

ランドブレイン（株）福岡事務所 　測　建　土
福岡県福岡市中央区天神4-8-25ニッコービル

（株）緑景九州事務所 　土
福岡県福岡市中央区天神2-14-38

レキオス・ウォーター（株）九州支店 　農
福岡県福岡市中央区天神2-3-10-716号

（株）和田設計コンサルタント 　建
福岡県福岡市中央区高砂2-23-12
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