
平成28・29年度登録業者名簿【コンサル】（宗像市登録） H29.9.1更新

商号又は名称 所在地 業種
（株）アーバントラフィックエンジニアリング　福岡事務所 福岡県福岡市中央区大宮１－４－３４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）アイエスプランニング　 福岡県福岡市東区下原４－１２－２９ 測量
ＡＫＩＴＯ建築工房一級建築士事務所　 福岡県宗像市自由ヶ丘８丁目１５－６ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）アクシス　 福岡県福岡市西区下山門４－１２－２０ 建築関係建設コンサルタント業務
朝倉コンサルタント（株）　 福岡県福岡市南区大楠１－４－２２ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）アサノ大成基礎エンジニアリング　九州支社 福岡県福岡市博多区春町１－６－６ 地質調査
（株）旭技研設計コンサルタント　 福岡県北九州市小倉南区蒲生３－５－１８ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）旭建設コンサルタント　 福岡県福岡市中央区警固２－２－１９－３０３ 土木関係建設コンサルタント業務
朝日航洋（株）　九州空情支社 福岡県福岡市博多区博多駅東３－１２－１ 測量
旭防災設備（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－１１－１０　ＩＢ博多２０２ 建築関係建設コンサルタント業務
アジアエンヂニアリング（株）　 福岡県福岡市南区清水１－１４－８ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）アジア技術コンサルタンツ　 鹿児島県鹿児島市南郡元町２５－１ 測量
（株）アップス　 宮崎県日向市大字財光寺３７７－１ 測量
アトリエＢＢＳ（株）　 福岡県福岡市博多区美野島２－１－３１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）蟻ノ塔設計事務所　 福岡県福岡市中央区桜坂３‐８‐１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）イーディシー　 福岡県福岡市中央区港２‐４‐３１ 測量
石橋開発（株）　 福岡県北九州市八幡西区楠橋上方２－１４－４５ 測量
石松直樹土地家屋調査士事務所　 福岡県宗像市東郷５‐６‐４０ 補償関係コンサルタント業務
伊藤無線（株）　 福岡県福岡市中央区港２－４－４ 土木関係建設コンサルタント業務
犬丸土地家屋調査士事務所　 福岡県直方市大字感田７２２ 補償関係コンサルタント業務
（株）イビソク　福岡営業所 福岡県福岡市南区井尻４－４２－２５－１０２ 測量
（株）岩切設計　福岡支店 福岡県福岡市博多区諸岡３－２－７ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）ウエスコ　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南２－４－１１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）ウエダ　 福岡県北九州市八幡西区浅川学園台２－５－４ 土木関係建設コンサルタント業務
梅田土地家屋調査士事務所　 福岡県宗像市武丸２２８４番地 補償関係コンサルタント業務
（有）梅野設計　 福岡県久留米市宮ノ陣４－２９－１１ 建築関係建設コンサルタント業務
エイコー・コンサルタンツ（株）　 福岡県福岡市南区高宮５－１０－１２ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）永大開発コンサルタント　宗像営業所 福岡県宗像市田久４－１６－１第２金石ビル２０４号 測量
（株）エイト日本技術開発　九州支社 福岡県福岡市博多区住吉３－１－８０ 土木関係建設コンサルタント業務
栄和測量設計（株）　 福岡県福岡市東区香椎駅前２－１５－１ 測量
エコーエンヂニアリング（株）　 福岡県福岡市南区清水１－１４－２０ 土木関係建設コンサルタント業務
（有）エスエープラン　 福岡県宗像市徳重１６３－１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）エスケイエンジニアリング　 福岡県筑紫野市二日市中央１－１－５０ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）エスティ環境設計研究所　 福岡県福岡市博多区須崎町１２－８ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）エスティ設計　 福岡県福岡市中央区大手門２－３－１１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）エヌ・イーサポート　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南３－１０－２ 計量証明
エヌエス環境（株）　福岡営業所 福岡県福岡市南区井尻２－２１－３６ 計量証明
ＮＴＣコンサルタンツ（株）　九州支社 福岡県福岡市南区清水４－２２－１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）エム・ケー・コンサルタント　 福岡県福岡市博多区麦野６－１４－１９ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）ｍ３建築事務所　 福岡県福岡市西区下山門１－１２－３ 建築関係建設コンサルタント業務
オアシスコンサルタント（株）　 福岡県宗像市日の里２－４－３　２棟２０３ 測量
大旗連合建築設計（株）　 広島県広島市中区大手町３－３－２７ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）オービット　 福岡県福岡市博多区諸岡１丁目２２番９号 土木関係建設コンサルタント業務



平成28・29年度登録業者名簿【コンサル】（宗像市登録） H29.9.1更新

商号又は名称 所在地 業種
（株）オキローボ　福岡支社 福岡県福岡市西区姪の浜１－２１－２１ その他
（株）押川測量設計　 福岡県北九州市小倉北区大手町４－２３ 測量
（株）尾上設計コンサルタント　 福岡県北九州市八幡東区西本町４―９―１２ 測量
小野設計（株）　 福岡県福岡市東区香椎駅前２－１２－４１－３０１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）おのみち設計技術　 福岡県北九州市八幡東区東田１－５－３ 土木関係建設コンサルタント業務
オリジナル設計（株）　福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅前２－６－１２　ＪＰＲ博多中央ビル 土木関係建設コンサルタント業務
（株）ガイア　 福岡県福岡市城南区鳥飼６－９－２８ 測量
（有）回工房　 福岡県福岡市博多区東光２－２０－２８ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）海渡設計　福岡支社 福岡県福岡市東区名島２丁目２番８号 建築関係建設コンサルタント業務
かねしげ不動産鑑定事務所　 福岡県北九州市小倉南区高野３－７－１１ 補償関係コンサルタント業務
（株）カブード　 福岡県福岡市早良区内野４－１４－８ 下水道管渠調査
（株）環境衛生科学研究所　福岡オフィス 福岡県福岡市中央区大名２－８－１８天神パークビル４階４０３Ａ 計量証明
環境テクノス（株）　 福岡県北九州市戸畑区中原新町２－４ 計量証明
（株）鑑定ソリュート福岡　 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－１ 補償関係コンサルタント業務
岸本建築設計事務所一級建築士事務所　 福岡県宗像市田久４－１－１３ 建築関係建設コンサルタント業務
基礎地盤コンサルタンツ（株）　九州支社 福岡県福岡市早良区原２－１６－７ 土木関係建設コンサルタント業務
（公財）北九州生活科学センター　 福岡県北九州市戸畑区中原新町１－４ 計量証明
北九州設計（有）　宗像営業所 福岡県宗像市江口１２７９ 建築関係建設コンサルタント業務
北九設計（株）　 福岡県北九州市八幡西区穴生２－３－５ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）九銀不動産鑑定所　 福岡県福岡市中央区赤坂１－１６－１３ 補償関係コンサルタント業務
九州海運（株）　 福岡県福岡市中央区那の津５－１－９ 下水道管渠調査
（一財）九州環境管理協会　 福岡県福岡市東区松香台１－１０－１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）九州技術調査　 福岡県福岡市中央区高砂２－６－４ 測量
九州建設コンサルタント（株）　福岡支店 福岡県福岡市早良区次郎丸２－１－１ 土木関係建設コンサルタント業務
九州コンサルタント（株）　 福岡県福岡市中央区草香江２－２－２８ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）九州ジオテック　 福岡県小郡市小板井５７６－５ 地質調査
九州水工設計（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２７－１８－３Ｆ 土木関係建設コンサルタント業務
九州測量設計（株）　 福岡県福岡市博多区井相田１－７－７ 測量
九州地理情報（株）　 福岡県福岡市東区青葉２－３０－１ 測量
九和設計（株）　 福岡県北九州市八幡西区別所町２－３８ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）共栄設計事務所　 福岡県福岡市早良区干隈６‐８‐１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）共同技研コンサルタント　 福岡県北九州市小倉北区重住３－７－１２ 土木関係建設コンサルタント業務
協和管工（株）　 福岡県宗像市宮田１－８－８ その他
極水設計（株）　 福岡県福岡市東区香椎駅前２－９－１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）クオテック　 福岡県福岡市中央区高砂２－１０－１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）楠山設計　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１７－２５ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）クリーンリサーチ　 福岡県福岡市城南区松山２－１９－１４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）栗山建築設計研究所　 福岡県福岡市博多区竹下４－１４－３０　博多山ビル 建築関係建設コンサルタント業務
（株）建設技術研究所　九州支社 福岡県福岡市中央区大名２－４－１２ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）建設技術センター　北九州営業所 福岡県北九州市八幡西区則松５－１４－９ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）建築企画コム・フォレスト　 福岡県福岡市博多区中洲５－６－２４ 建築関係建設コンサルタント業務
小池不動産鑑定事務所　 福岡県福津市星ケ丘２８－１０ 補償関係コンサルタント業務
（株）孝栄設計コンサルタント　 福岡県福岡市南区井尻１－３６－２０ 補償関係コンサルタント業務



平成28・29年度登録業者名簿【コンサル】（宗像市登録） H29.9.1更新

商号又は名称 所在地 業種
興身測地　 福岡県宗像市自由ヶ丘７丁目１０－１７ 測量
国際航業（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－３ 測量
（株）吾水総合コンサルタント　福岡支店 福岡県福岡市博多区東光２－８－１７ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）コスモリサーチ　 福岡県福岡市博多区春町２‐８‐９ その他
（株）五省コンサルタント　 福岡県福岡市博多区下川端町９－１２ 土木関係建設コンサルタント業務
小竹測量設計（株）　 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野１５８９－１ 測量
（株）佐楢見設計　 福岡県宗像市赤間５－１－９ 建築関係建設コンサルタント業務
サンコーコンサルタント（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区中洲中島町２－３ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）サンコンサル　 福岡県福岡市博多区板付２－５－４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）三水コンサルタント　西部支社 福岡県福岡市博多区中洲５－６－２８ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）三祐コンサルタンツ　福岡事務所 福岡県八女市豊福５３４－１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）サンユニオン　 福岡県福岡市中央区赤坂１－７－２３ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）三洋コンサルタント　九州支店 福岡県北九州市門司区高田１－３－１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）サンリーク　九州支店 福岡県福岡市西区福重５－４－１１ その他
（株）三和綜合コンサル　九州支店 福岡県福岡市博多区比恵町２－７ 補償関係コンサルタント業務
ジーアンドエスエンジニアリング（株）　 福岡県福岡市博多区東比恵３－２４－９ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）シーマコンサルタント　 福岡県福岡市中央区舞鶴２－３－２０ 土木関係建設コンサルタント業務
ＪＲ九州コンサルタンツ（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－１４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）ジオクラフト　 福岡県北九州市小倉北区大手町３番１号 測量
（株）ジオシステム　 福岡県福岡市博多区竹下５‐１９‐２２ 地質調査
（株）ジオテック技術士事務所　 福岡県福岡市博多区博多駅東２－９－５ 地質調査
（株）ジオフォーメーション　 福岡県福岡市南区柏原２－２７－１６ 地質調査
（株）志賀設計　 福岡県福岡市城南区鳥飼５‐２０‐１１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）柴田建築設計事務所　 福岡県福岡市博多区住吉４－３－３１ 建築関係建設コンサルタント業務
シビックアーツコンサルタント（株）　 福岡県福岡市南区野間１－２７－１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）シャトー海洋調査　九州支店 福岡県福岡市中央区薬院１－１６－５－７０２ 測量
（株）祥栄設計　 福岡県北九州市八幡西区別当町２５－３ 土木関係建設コンサルタント業務
昭和（株）　九州支社 福岡県福岡市中央区大手門３－４－２２ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）昭和建設コンサルタント　 福岡県福岡市南区清水１－１４－２０ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）昭和設計　九州事務所 福岡県福岡市中央区赤坂１－５－１１ 建築関係建設コンサルタント業務
新地研工業（株）　 福岡県福岡市東区原田１－４２－４１ 地質調査
（株）ＥＮＪＥＣ　 福岡県福岡市南区長丘３－１－１８ 計量証明
新日本測量設計（株）　 福岡県福岡市博多区竹丘町２－１－２０ 測量
（株）スリーエヌ技術コンサルタント　 福岡県福岡市博多区堅粕４－２４－１４　トステムビル４階 土木関係建設コンサルタント業務
（株）静環検査センター　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南６ー４－２５ 計量証明
西部環境調査（株）　福岡事業所 福岡県福岡市博多区築港本町８－１４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）綜企画設計　福岡支店 福岡県福岡市博多区美野島２－１－３１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）創建コンサルタント　 福岡県北九州市小倉南区石田南２－６－８ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）測技　 福岡県宗像市田熊３丁目１番４７号 測量
（株）第一技術コンサルタント　 福岡県福岡市南区筑紫丘２－６－１１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）第一設計コンサルタント　 福岡県北九州市八幡西区香月中央３－２－１ 補償関係コンサルタント業務
第一総合技術（株）　 福岡県福岡市博多区諸岡１－７－２５ 土木関係建設コンサルタント業務
第一復建（株）　 福岡県福岡市南区清水４－２－８ 土木関係建設コンサルタント業務



平成28・29年度登録業者名簿【コンサル】（宗像市登録） H29.9.1更新

商号又は名称 所在地 業種
大栄開発（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区比恵町９－１３ 地質調査
（株）大建エンジニアリング　 福岡県北九州市小倉北区堺町１－９－１０ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）大建設計　九州事務所 福岡県福岡市博多区住吉３－１－１ 建築関係建設コンサルタント業務
大正測量設計（株）　 福岡県福岡市南区皿山３－２－５６ 土木関係建設コンサルタント業務
大成ジオテック（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南１－１０－１７ 測量
（株）大設計　 福岡県福岡市博多区中呉服町２－２ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）太平環境科学センター　 福岡県福岡市博多区金の隈２－２－３１ 計量証明
（株）太平設計　 福岡県北九州市小倉北区下富野１－６－２１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）大平総合プラン　 熊本県熊本市東区月出二丁目５－７６ 測量
（株）ダイヤコンサルタント　九州支社 福岡県福岡市博多区千代５－３－１９ 土木関係建設コンサルタント業務
太洋建設コンサルタント（株）　 福岡県福岡市城南区長尾３－２９－２７ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）大陸総合コンサルタント　 福岡県福岡市南区高木１－８－１８ 補償関係コンサルタント業務
（株）匠建築研究所　 福岡県福岡市中央区那の川２ー９－７ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）巽設計コンサルタント　九州事務所 福岡県北九州市小倉北区竪町２－５－６ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）谷澤総合鑑定所　九州支社 福岡県福岡市中央区天神２－８－３８ 補償関係コンサルタント業務
（株）田平設計事務所　 福岡県福岡市東区下原３－１０－１５ 建築関係建設コンサルタント業務
ダン企画設計コンサルタント（株）　 福岡県福岡市博多区那珂２－１６－１４ 補償関係コンサルタント業務
（株）地域経済研究所　 大阪府大阪市中央区石町１－１－１天満橋千代田ビル２号館５階 建築関係建設コンサルタント業務
地中エンジニアリング（株）　九州営業所 福岡県福岡市博多区東比恵３－４－２ その他
（株）中央技術コンサルタンツ　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南１－３－１ 土木関係建設コンサルタント業務
中央コンサルタンツ（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区冷泉町２－１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）中央補償コンサルタント　 福岡県北九州市小倉北区木町３－３－７ 補償関係コンサルタント業務
中外テクノス（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区大井２－１０－２２ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）司建築設計事務所　 福岡県福岡市中央区黒門２－１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）テクノスジャパン　 福岡県福岡市博多区光丘町３－１－５ その他
（株）テクノユース　 福岡県福岡市城南区鳥飼５－７－１ 下水道管渠調査
（株）テスコム　九州支店 福岡県大野城市御笠川４－１１－１９ その他
（株）傳設計　 福岡県福岡市東区香椎駅前２－１－１５ 建築関係建設コンサルタント業務
東亜建設技術（株）　 福岡県福岡市西区西の丘１－７－１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）東亜建設コンサルタント　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目１０－１５ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）東京設計事務所　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東３－３－３　新比恵ビル 土木関係建設コンサルタント業務
（株）東京ソイルリサーチ　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南５－８－４０ 地質調査
（株）東畑建築事務所　九州事務所 福岡県福岡市博多区住吉３－１－１ 建築関係建設コンサルタント業務
東洋産業（株）　 福岡県北九州市八幡西区町上津役東３－１８－１０ 地質調査
東和環境科学（株）　九州支店 福岡県福岡市東区東浜１－５－１２ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）東和テクノロジー　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南２－９－１１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）東和土質　 福岡県福岡市南区大楠１－３０－２１ 地質調査
（株）トーニチコンサルタント　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前２－６－１０ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）トーホー設備設計　 福岡県福岡市博多区博多駅南３ー１９ー２２ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）トキワ・シビル　 福岡県福岡市博多区麦野１─２２─３ 土木関係建設コンサルタント業務
トコー開発（有）　 福岡県北九州市八幡西区市瀬１－１０－４６メゾンシャンヴェール２０６ 測量
都市企画センター（株）　 福岡県福岡市南区寺塚１－１５－９ 土木関係建設コンサルタント業務
（有）飛測量事務所　 福岡県宗像市日の里７－１６－１０ 測量
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豊福設計（株）　福岡本社 福岡県福岡市城南区別府４－４－４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）内藤建築事務所　九州事務所 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１４－１６（博多駅前センタービル） 建築関係建設コンサルタント業務
（株）中桐造園設計研究所　 福岡県福岡市南区多賀１－１２－２６ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）長澤設計　 福岡県福岡市中央区西中洲６－２０占部ビル 建築関係建設コンサルタント業務
中日本建設コンサルタント（株）　九州事務所 福岡県福岡市博多区千代４－２９－４６ 土木関係建設コンサルタント業務
中日本航空（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－３３ 測量
（株）中庭測量コンサルタント　福岡支社 福岡県福岡市中央区高砂２－６－４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）西島建築設計事務所　 福岡県福岡市中央区笹丘１－１７－２９ 建築関係建設コンサルタント業務
西鉄シー・イー・コンサルタント（株）　 福岡県福岡市南区大橋２－８－１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）西日本開発工業　 福岡県北九州市小倉南区若園１－５－１２ 地質調査
西日本環境設計（株）　 福岡県宗像市東郷５－６－４３ 測量
西日本環境リサーチ（株）　 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣２‐３‐３１ 計量証明
西日本技術開発（株）　 福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１ 土木関係建設コンサルタント業務
西日本建技（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１３－６ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）西日本水道センター　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅南４－２－１０－８Ｆ その他
（株）西日本ソイルコンサルタント　 福岡県福岡市東区原田３－２－４ 地質調査
西日本地研（株）　 福岡県福岡市中央区高砂２－６－１８ 地質調査
ニシム電子工業（株）　福岡支店 福岡県福岡市中央区渡辺通２－９－２２ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）日建技術コンサルタント　九州支社 福岡県福岡市博多区綱場町８－２３（朝日生命福岡昭和通ビル） 土木関係建設コンサルタント業務
日興コンサルタント（株）　 福岡県北九州市小倉南区大字横代１３０－４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）日航コンサルタント　九州支社 福岡県福岡市中央区鳥飼１－５－１５ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）日進開発工業　 福岡県久留米市北野町稲数７２６－２ 地質調査
（株）日新技術コンサルタント　九州事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東２‐９‐１３ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）日水コン　九州支所 福岡県福岡市博多区祇園町７－２０ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）日設コンサルタント　 福岡県福岡市博多区綱場町９－２８ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）日総建　九州事務所 福岡県福岡市博多区博多駅前１－７－２２ 建築関係建設コンサルタント業務
日鉄住金テクノロジー（株）　八幡事業所 福岡県北九州市戸畑区飛幡町２－１ 計量証明
日東化学工業（株）　 福岡県北九州市小倉南区徳吉東４－９－１ 計量証明
（一財）日本環境衛生センター　西日本支局 福岡県大野城市白木原３－５－１１ 土木関係建設コンサルタント業務
日本基礎技術（株）　九州支店 福岡県福岡市南区長丘５－２８－６ 地質調査
日本水工設計（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１３－３４ 土木関係建設コンサルタント業務
日本地研（株）　 福岡県福岡市博多区諸岡５－２５－２５ 地質調査
（株）日本都市工学設計　 岡山県岡山市北区石関町１－９ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）日本漏防コンサルタント　広島営業所 広島県広島市安佐南区緑井８－３－５－１０１ その他
（株）ニュージェック　九州支店 福岡県福岡市中央区天神２－８－３０ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）博多企画　 福岡県福岡市博多区東月隈３－１９－１４ 測量
（株）パスコ　福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵３－５－２ 測量
（株）林設計　 福岡県宗像市光岡８５－１　旭ビルⅡ　２Ｆ 建築関係建設コンサルタント業務
東日本漏水調査（株）　九州営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東２ー５ー２８ー２Ｆ その他
（株）光エンジニアリング　九州事務所 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１９－３－４０８ 土木関係建設コンサルタント業務
（有）肥後建築総合事務所　 福岡県福岡市博多区板付２－１１－１８ 補償関係コンサルタント業務
ヒロ設計室一級建築士事務所　 福岡県北九州市戸畑区牧山三丁目１ー３５ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）福岡茜コンサルタント　 福岡県福岡市博多区店屋町４－１６ 補償関係コンサルタント業務
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（公社）福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　中央事務所 福岡県福岡市中央区舞鶴３－２－２１ 補償関係コンサルタント業務
（公財）福岡県すこやか健康事業団　 福岡県福岡市中央区天神４丁目１番３２号 計量証明
福岡建設コンサルタント（株）　 福岡県福岡市博多区諸岡１－７－２５ 土木関係建設コンサルタント業務
（有）福岡構造　 福岡県福岡市西区下山門４－１２－２０ 建築関係建設コンサルタント業務
福岡水道設計（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅南３－２２－２ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）福岡山ノ手鑑定舎　 福岡県福岡市中央区大名１ー９ー３３ソロン赤坂ビル２Ｆ 補償関係コンサルタント業務
福高総合技術コンサルタント（株）　 福岡県福岡市博多区中洲中島町４－２３ 測量
フコク電興（株）　 福岡県福岡市博多区山王１－１５－８ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）富士総合技術コンサルタント　宗像支店 福岡県宗像市王丸５４０ 測量
フジ地中情報（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区那珂５－３－１３ その他
（株）フタバ設計　 福岡県福岡市博多区三筑１―６―１４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）復建エンジニヤリング　福岡支社 福岡県福岡市中央区天神１－１４－１６ 土木関係建設コンサルタント業務
冨洋設計（株）　九州支社 福岡県福岡市中央区天神５－７－３ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）プレック研究所　九州事務所 福岡県福岡市中央区大名２－４－１９ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）プロテック　福岡支店 福岡県福岡市早良区西新１－８－６－２Ｆ 補償関係コンサルタント業務
平和総合コンサルタント（株）　福岡支店 福岡県福岡市南区高木２－２－２２ 補償関係コンサルタント業務
（株）埋蔵文化財サポートシステム　福岡支店 福岡県筑紫野市美しが丘南７－６－５ 測量
マサキ測量設計（株）　宗像支店 福岡県宗像市宮田１－２－７ 測量
（株）間瀬コンサルタント　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２８ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）松尾設計　 福岡県北九州市八幡東区西本町２－５－５ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）松尾測量　 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎３－１－２ 測量
（株）溝田設計事務所　福岡営業所 福岡県福岡市中央区大宮２－６－１２　サン・ラビール平尾８０１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）三高コンサルタント　 福岡県北九州市小倉南区八重洲町１１－８ 土木関係建設コンサルタント業務
（有）三田測量　 福岡県宗像市東郷５－５－８ 測量
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）　大阪 大阪府大阪市北区梅田２－５－２５ 土木関係建設コンサルタント業務
村井測量設計（株）　 福岡県北九州市八幡西区陣原３－１５－１２ 測量
（株）村田相互設計　九州支社 福岡県福岡市博多区比恵町２－７ 建築関係建設コンサルタント業務
明治コンサルタント（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区豊１‐８‐２９ 土木関係建設コンサルタント業務
メディアシステム（株）　福岡営業所 福岡県福岡市中央区清川２－２－２３－７０６ その他
守田測量事務所　 福岡県福岡市東区香椎駅東３‐４‐４ 測量
八千代エンジニヤリング（株）　九州支店 福岡県福岡市中央区荒戸２－１－５ 土木関係建設コンサルタント業務
大和不動産鑑定（株）　九州支社 福岡県福岡市中央区天神１－１２－２０ 補償関係コンサルタント業務
（株）唯設計事務所　 福岡県福岡市博多区博多駅前２－７－１４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）優輝総合コンサル　 福岡県福岡市博多区昭南町２－３－８ 補償関係コンサルタント業務
（有）祐建築設計事務所　 福岡県福岡市東区水谷２－１９－４－５０２ 建築関係建設コンサルタント業務
芳野測量設計（株）　 福岡県福岡市東区箱崎７－５－８ 補償関係コンサルタント業務
ライト工業（株）　九州統括支店 福岡県福岡市博多区堅粕１－２８－４４ 地質調査
（株）ライフライン　北九州営業所 福岡県北九州市小倉北区東篠崎１－１－１５－Ａ４０２ その他
（有）陸地測量事務所　 福岡県宗像市東郷５‐６‐４０ 測量
（株）リクチ漏水調査　 東京都新宿区中落合３－２１－２ その他
（有）理建測量設計事務所　 福岡県福津市手光１５５３ 測量
レグルス（株）　 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４－２０　パール福岡７０３号 建築関係建設コンサルタント業務
（株）ワールドプランニング　古賀営業所 福岡県古賀市小竹字八反田１４－４ 土木関係建設コンサルタント業務
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商号又は名称 所在地 業種
（株）和晃地質コンサルタント　 福岡県福岡市城南区西片江２－７－１１ 地質調査
（株）和田設計コンサルタント　 福岡県福岡市中央区高砂２丁目２３－１２ 建築関係建設コンサルタント業務


