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商号又は名称 所在地 業種_1
（株）アースフィールド・プロ　 福岡県古賀市今の庄１－８－３　パシフィック古賀 作業環境測定
（株）アースプラニング　 福岡県福岡市博多区昭南町１－４－７ 測量
アーバンコンサルティングファーム（株）　 福岡県福岡市早良区祖原１６－１６－２０１ 補償関係コンサルタント業務
（株）アーバンデザインコンサルタント　 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１２－２６ 土木関係建設コンサルタント業務
（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）アーバン・マトリックス　 福岡県北九州市小倉北区竪町１－２－５ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）アービカルネット　 福岡県福岡市中央区大名２－４－３０ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）アール・アイ・エー　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－２１－２８ 建築関係建設コンサルタント業務
アイアール（株）　 福岡県福岡市博多区住吉２丁目１５‐１０‐５１４ 地質調査
（株）アイズ設計コンサルタント　 福岡県北九州市小倉北区室町３－２－２７－９０１ 補償関係コンサルタント業務
（株）あい設計　九州支社 福岡県福岡市中央区高砂１－１１－１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）アオイ　 福岡県福岡市南区弥永５－１０－１ 測量
（株）青木茂建築工房　 福岡県福岡市中央区長浜１－２－６－２０６ 建築関係建設コンサルタント業務
ＡＫＩＴＯ建築工房一級建築士事務所　 福岡県宗像市自由ヶ丘８－１５－６ 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）旭鑑定補償　 福岡県福岡市中央区白金２－１１－９ 補償関係コンサルタント業務
（株）旭技研設計コンサルタント　宗像事務所 福岡県宗像市吉留３４７８－１ 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
旭測量設計（株）　 福岡県北九州市八幡西区香月西３－２－１２ 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３－１６－１４ 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）アジア共同設計コンサルタント　福岡事業部 福岡県宗像市田熊２－３－２４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）アジア建設コンサルタント　 福岡県福岡市南区大楠２－８－１３ 土木関係建設コンサルタント業務
アジア航測（株）　福岡支店 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 土木関係建設コンサルタント業務
（株）アシスト設計　福岡支店 福岡県宗像市吉田７８９ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）アスク設計　 福岡県豊前市大字八屋１６４８－１１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）アスコ大東　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１－９－３ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）梓設計　九州支社 福岡県福岡市中央区渡辺通５－２３－８ 建築関係建設コンサルタント業務
アズテックコンサルタンツ（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１１－１５ 土木関係建設コンサルタント業務
（有）アセット・インフィニティ　 福岡県福岡市中央区西中洲１０－４　ワコービル３階 補償関係コンサルタント業務
（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
（有）蟻設備設計事務所　 福岡県福岡市西区愛宕１－１５－１９－２０２ 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）アルファーテック　 福岡県福岡市博多区板付４‐７‐３５ 補償関係コンサルタント業務
（株）阿波設計事務所　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－１０－１５ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）イー・アイ・ディープランニング　 福岡県福岡市中央区大名１－３－９ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ　 福岡県福岡市博多区対馬小路１－２１ 土木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１－８－４ 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
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
（株）石本建築事務所　九州オフィス 福岡県福岡市博多区綱場町２―２ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）市浦ハウジング＆プランニング　福岡支店 福岡県福岡市博多区美野島１－２－８ 建築関係建設コンサルタント業務
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一級建築士事務所（株）吉村建築事務所　 京都府京都市左京区鹿ヶ谷上宮ノ前町２８ 建築関係建設コンサルタント業務
いであ（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
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）稲永建築設計　 福岡県福岡市南区長住１－７－２７ 建築関係建設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
ヴェオリア・ジェネッツ（株）　九州支店 福岡県福岡市南区野間１‐１３‐１グレイスビル２０１ その他
（株）ウエスコ　 岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５ 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
（株）ウチダテクノ　 東京都中央区新川１－１０－１４ 建築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 測量
（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
（株）ウヱノ　福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１２－５ 土木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
（株）エース　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東２－９－２５ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）エコー　九州事務所 福岡県北九州市小倉北区堺町１－１－１ 土木関係建設コンサルタント業務
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
（株）エコーテック　 福岡県福岡市博多区下呉服町６－５ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）エコテックネオ　 福岡県福岡市博多区西月隈４－８－３５ 計量証明
（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）エステックコンサルタンツ　九州支店 福岡県宗像市東郷６－１－１２ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）エステム　 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町２－１９－１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）エックス都市研究所　九州事務所 福岡県北九州市小倉北区堺町１―２―１６ 土木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
（株）エヌエイチケイアイテック　九州支社 福岡県福岡市中央区六本松１－１－１０ 建築関係建設コンサルタント業務
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
（株）ＮＪＳ　九州総合事務所 福岡県福岡市博多区綱場町２番２号 土木関係建設コンサルタント業務
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
エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）　九州事業部 福岡県福岡市博多区東比恵２－３－７ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）エネ・グリーン　九州支社 福岡県福岡市中央区高砂１－１１－１ 建築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
（有）エム・シー・シー九州　 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２８ 補償関係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
（株）エムテックエンジニアリング　 福岡県福岡市博多区店屋町３－３２ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）ＥＮＪＥＣ　 福岡県福岡市南区長丘３－１－１８ 計量証明
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
応用地質（株）　九州支社 福岡県福岡市南区井尻２－２１－３６ 地質調査
大神設計（株）　 福岡県福岡市南区柏原１－４－１１ 建築関係建設コンサルタント業務
大川不動産鑑定事務所　 福岡県北九州市小倉北区浅野１－１－１　ＪＲ小倉駅ビル８Ｆ 補償関係コンサルタント業務
（株）大高開発　 福岡県福岡市南区曰佐５－７－２６ 測量
（株）大建　 福岡県福岡市早良区南庄２－９－１２ 補償関係コンサルタント業務
（株）大永建設コンサルタント　福岡事務所 福岡県福岡市博多区上牟田１－１７－２４ 測量
（株）オオバ　九州支店 福岡県福岡市中央区大手門１－１－１２ 土木関係建設コンサルタント業務
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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２５番４１号 土木関係建設コンサルタント業務
（株）大平総合プラン　福岡支店 福岡県福岡市南区警弥郷３－３５－１ 測量
（株）オカムラ　 熊本県宇城市松橋町久具１９４８－１ その他
（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
鴛海達矢建築設計事務所　 福岡県福岡市中央区平尾２丁目１６‐２５‐３０２ 建築関係建設コンサルタント業務
（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 土木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
（株）オリエンタルコンサルタンツ　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－８ 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 土木関係建設コンサルタント業務
（株）オリンピアコンサルタント　広島営業所 広島県広島市東区二葉の里１－４－１８　日宝二葉ビル２Ｆ 土木関係建設コンサルタント業務
（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２－２－８ 建築関係建設コンサルタント業務
（有）香月設計　 福岡県福岡市南区鶴田２－１－９ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）桂総合設計事務所　 福岡県福岡市南区井尻１－９－２２ 建築関係建設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）カミナガ　 福岡県福岡市博多区東比恵２－７－１３ 地質調査
川崎地質（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南１－８－３４ 地質調査
（株）川原建築設計工房　 福岡県北九州市八幡西区星和町２－１０ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）河辺哲雄建築都市設計事務所　 東京都品川区北品川５丁目９番地４２－１０１ 建築関係建設コンサルタント業務
（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
（株）環境開発　 福岡県福岡市博多区吉塚６－６－３６ 下水道管渠調査
（株）環境技術研究所　九州営業所 福岡県北九州市門司区丸山１－２３－９ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）環境施設　 福岡県福岡市西区小戸３－５０－２０ 土木関係建設コンサルタント業務
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）環境デザイン機構　 福岡県福岡市南区大橋２－２－１　マルイビル２Ｆ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）環境デザイン研究所　 東京都港区六本木５－１２－２２ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）環境デザイン設計事務所　 東京都新宿区新小川町５－６ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）環境と開発　 熊本県熊本市東区錦ケ丘３１－１４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）環境分析技術センター　 福岡県筑紫野市上古賀３－２－１６ 計量証明
（株）かんこう　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－１７　トーカン第５キャステール 測量
関西技術コンサルタント（株）　福岡事務所 福岡県福岡市南区井尻１－４－９－１０２ 土木関係建設コンサルタント業務
管清工業（株）　九州営業所 福岡県福岡市博多区東那珂２－１７－２８ 下水道管渠調査
（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
鑑定補償向野研究所　 福岡県福岡市中央区大名２－１０－１ 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
（株）技術開発コンサルタント　 福岡県福岡市博多区上呉服町１２番８号 土木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
キタイ設計（株）　福岡事務所 福岡県北九州市小倉北区浅野１－２－３９ 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）キャン・プラン　 福岡県北九州市小倉南区横代東町３－２－７ 測量
（株）九建補償コンサルタンツ　 福岡県福岡市中央区薬院３－１３－２３ 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
（株）九州開発エンジニヤリング　福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅前４‐４‐２３ 補償関係コンサルタント業務
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（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
九州航空（株）　福岡営業所 福岡県福岡市南区鶴田２－１７－２２ 測量
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
（株）九州事業センター　 福岡県福岡市南区平和１－３１－３５ 下水道管渠調査
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福岡スタイルビル３階 土木関係建設コンサルタント業務
（株）九州測量設計　 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１－２２－７ 測量
九州測量設計（株）　 福岡県福岡市博多区井相田１－７－７ 測量
（株）九州地質コンサルタント　 福岡県福岡市博多区光丘町２－３－２１ 地質調査
九州地理情報（株）　 福岡県福岡市東区青葉２－３０－１ 測量
（株）九州文化財研究所　 熊本県熊本市中央区神水１－３２－１９ 測量
九電産業（株）　 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 計量証明
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）教育施設研究所　福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－２　博多ＳＳビル 建築関係建設コンサルタント業務
共栄環境開発（株）　 福岡県大牟田市汐屋町５－１５ 下水道管渠調査
（株）協栄コンサルタント　 福岡県北九州市小倉北区堺町２－１－１ 補償関係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
（株）共同技術コンサルタント　福岡支店 福岡県福岡市東区千早４－１５－１２－３０７ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）橋梁コンサルタント　西日本支社 福岡県福岡市博多区博多駅東１－９－１１ 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
共和航業コンサルタント（株）　 福岡県福岡市南区三宅３‐１‐２８‐３ 測量
（株）協和コンサルタンツ　九州支社 福岡県福岡市中央区天神３－１１－２０ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）共和テック　 福岡県久留米市東合川３－１－１１ 地質調査
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）極東技工コンサルタント　西日本支社 福岡県久留米市宮ノ陣４－３０－４ 土木関係建設コンサルタント業務
（一財）漁港漁場漁村総合研究所　 東京都千代田区岩本町３－４－６　トナカイタワーズビル 土木関係建設コンサルタント業務
（株）クオテック　 福岡県福岡市南区那の川１－２３－３０ 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）熊野建築設計　 福岡県北九州市小倉北区高峰町１０－３６ 補償関係コンサルタント業務
（株）久米設計　九州支社 福岡県福岡市中央区天神１－１４－１ 建築関係建設コンサルタント業務
倉測建設コンサルタント（株）　 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）グリーンエコ　 大阪府大阪市中央区南船場１－１７－１１　上野ＢＲビル 土木関係建設コンサルタント業務
グリーン・コンサルタント（株）　九州営業所 福岡県福岡市中央区大手門２－１－３４ 土木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
グローバル・ライフ・サポート（株）　 福岡県福岡市博多区綱場町５－１ 土木関係建設コンサルタント業務
（有）群設計工房　 福岡県福岡市中央区大濠公園２－１７－２０１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）ケー・シー・エス　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－４－４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）研進産業　 福岡県福岡市博多区吉塚６－６－５９ 下水道管渠調査
（株）建設環境研究所　九州支社 福岡県福岡市博多区奈良屋町２－１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）建設環境コンサルティング　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前１‐２１‐２８ 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
（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
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玄洋技術（株）　 福岡県福岡市南区大橋４－１６－１８ 測量
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
興身測地　 福岡県宗像市自由ヶ丘７－１０－１７ 測量
（株）甲山建築設計事務所　 福岡県福岡市早良区高取２－１８－６ 建築関係建設コンサルタント業務
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
国土建設測量設計（株）　 福岡県朝倉市菩提寺６４２ー２ 測量
国土情報開発（株）　 東京都世田谷区池尻２－７－３ 測量
国土防災技術（株）　福岡営業所 福岡県大野城市中央２－４－２４ 土木関係建設コンサルタント業務
（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
（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
小竹測量設計（株）　 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野１５８９－１ 測量
株式会社　ごとう計画・設計　 福岡県北九州市八幡西区三ケ森４－１２－２７セジュール加来Ａ棟２０５ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）小林建築設計事務所　 福岡県北九州市八幡西区幸神４－７－１０ 建築関係建設コンサルタント業務
（有）コンクリートサポートセンター　 福岡県福岡市早良区次郎丸６ー１３－２４ 測量
（一財）佐賀県環境科学検査協会　 佐賀県佐賀市光１－１－２ 計量証明
（株）さくらビジネスパートナーズ　 福岡県福岡市中央区大名２－４－２２ 補償関係コンサルタント業務
佐々木不動産鑑定事務所　 福岡県福岡市中央区渡辺通２－６－２０　ラクレイス薬院２０３ 補償関係コンサルタント業務
貞和不動産鑑定（株）　 福岡県福岡市中央区高砂２‐１１‐１８ 補償関係コンサルタント業務
（株）佐藤総合計画　九州オフィス 福岡県福岡市博多区店屋町５－１８ 建築関係建設コンサルタント業務
（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
（株）サニム建築事務所　 福岡県福岡市中央区荒戸２－３－３７　朝日プラザ西公園１０１ 建築関係建設コンサルタント業務
産業開発コンサルタント（株）　 福岡県福岡市東区筥松３－１３－９ 土木関係建設コンサルタント業務
三共測量設計（株）　福岡営業所 福岡県福岡市南区井尻１－８－１ 測量
サンクスエンジニアリング（株）　 福岡県福岡市博多区博多駅東２‐８‐１１ 測量
（株）三計テクノス　 熊本県熊本市東区御領５－１０－２０ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）産研設計　 福岡県福岡市博多区下川端町１－１ 建築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上葛原２－２２－２７ 土木関係建設コンサルタント業務
三幸設計（株）　 福岡県田川市大字猪国２５４１ 測量
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）三座建築事務所　九州事務所 福岡県福岡市博多区下川端町１０－５　博多麹屋番ビル 建築関係建設コンサルタント業務
（株）サンスイ　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１２－２６－７０２ その他
（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
（有）サン設備設計事務所　 福岡県福岡市中央区草香江１－１－１７ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）サンプランアイ　 福岡県北九州市小倉南区徳力１－１４－３ 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
三洋テクノマリン（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区神屋町１０－１５ 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）三和コンサルタント　 福岡県筑紫野市阿志岐２４８０－１ 補償関係コンサルタント業務
（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
（株）ＣＲＣ食品環境衛生研究所　 福岡県福岡市東区松島５－７－６ 計量証明
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）ＣＴＩグランドプラニング　 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
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（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）ジェーエステック　九州支店 福岡県久留米市東和町４－４ 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
ジオ・サーチ（株）　九州事務所 福岡県福岡市中央区天神３－４－７ 土木関係建設コンサルタント業務
（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
（有）システムプラン　 福岡県福岡市中央区渡辺通４―２―２５福光ビル 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）シビルコンサルタント　 福岡県北九州市小倉北区田町１０‐５ 土木関係建設コンサルタント業務
嶋田土地家屋調査士事務所　 福岡県福津市勝浦３２９１ 測量
（有）下川設計事務所　 福岡県北九州市八幡西区沖田２－１７－４－１０６ 補償関係コンサルタント業務
写測エンジニアリング（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区上呉服町１１－１６ 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港１－４－１１ 測量
（株）修復技術システム　 福岡県福岡市博多区奈良屋町５－１０ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）俊設計　 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１７－８安田第４ビル 建築関係建設コンサルタント業務
（株）醇まちづくり技術研究所　 福岡県福岡市中央区渡辺通２－８－１２ 土木関係建設コンサルタント業務
（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
（株）松栄都市設計事務所　 福岡県福岡市博多区奈良屋町１４－２０ 土木関係建設コンサルタント業務
（有）昇司建築事務所　 福岡県福岡市南区大楠２－４－２１ 建築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
（株）新世コンソーシアム　 福岡県福岡市南区井尻３－２２－２３ 補償関係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
（有）新都市設備設計　 福岡県福岡市中央区赤坂１－１２－６ 建築関係建設コンサルタント業務
新日本開発工業（株）　九州事務所 福岡県福岡市博多区祇園町８－１２ 土木関係建設コンサルタント業務
新日本グラウト工業（株）　 福岡県福岡市南区清水１－１５－１８ 地質調査
（株）新日本設備計画　九州事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東２－９－１ 建築関係建設コンサルタント業務
新日本総合鑑定（株）　 福岡県福岡市中央区大名２－１０－２ 補償関係コンサルタント業務
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）森林総合技術コンサルタント　福岡営業所 福岡県糸島市神在４１－１４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）新和コンサルタント　 福岡県太宰府市水城２－１８－３７ 補償関係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）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 土木関係建設コンサルタント業務
（株）セイコー　 福岡県久留米市上津１－２４－１３ 地質調査
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 計量証明
（株）西部技術コンサルタント　 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１８－１２ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）設備総合計画　 福岡県福岡市南区塩原４－３－７ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）セプト設計コンサルタント　 福岡県北九州市八幡東区松尾町５番１１号 土木関係建設コンサルタント業務
（株）センク２１　九州事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東２－４－１５ 土木関係建設コンサルタント業務
セントラルコンサルタント（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－１１－２８ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）ゼンリン　福岡営業所 福岡県福岡市博多区祇園町１－１ 測量
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（株）総研　 福岡県福岡市中央区天神１－１３－２ 補償関係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）総合設計研究所　九州事務所 福岡県福岡市中央区薬院４－１－１０ 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
（有）ソフィアプランニング　 福岡県福岡市中央区今泉２－４－６８　５０１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）第一鑑定リサーチ　 福岡県福岡市中央区大名２－２－５０ 補償関係コンサルタント業務
（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
（株）第一調査設計　 福岡県北九州市八幡西区光明１－８－１５ 測量
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
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
（株）大建補償コンサルタント　 福岡県福岡市南区井尻３－２２－２３－４Ｆ 補償関係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
大東鑑定（株）　 福岡県福岡市中央区舞鶴２－４－３０ 補償関係コンサルタント業務
大日コンサルタント（株）　九州事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東２－４－１６ 土木関係建設コンサルタント業務
大日本コンサルタント（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－３５ 土木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）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）太陽設計　 福岡県福岡市中央区草香江２－１－２３ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）タイヨー設計　 福岡県久留米市御井旗崎１－３－４ 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）高崎総合コンサルタント　福岡事務所 福岡県福岡市南区和田１－１９－６ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）高田工務所　 福岡県福岡市中央区梅光園１－３－４ 測量
（株）拓研コンサルタント　 福岡県福岡市早良区荒江２－６－３７ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）拓伸調査設計　 福岡県遠賀郡岡垣町旭台１ー１４ー７ 測量
（株）匠技術コンサルタント　 福岡県福岡市博多区下呉服町５－２７ 土木関係建設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
タナベ環境工学（株）　福岡支社 福岡県福岡市東区松田３－１－２０ 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
（株）環ヴィトーム　福岡設計室 福岡県福岡市南区大橋１－２－３ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）環・設計工房　 福岡県福岡市南区大橋２－２－１ 建築関係建設コンサルタント業務
玉野総合コンサルタント（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵１－２－１２ 土木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
ダン技術設計（株）　 福岡県福岡市南区塩原３－８－２８ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）檀建築設計事務所　 福岡県福岡市中央区六本松１－２－１７ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）丹青社　 東京都港区港南１－２－７０ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）地域科学研究所　福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅南１－８－３１ 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
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中央開発（株）　九州支社 福岡県福岡市城南区鳥飼６－３－２７ 土木関係建設コンサルタント業務
（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
（株）中央クリエイト九州　 福岡県春日市春日原南町４－１１ 補償関係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）中央設計技術研究所　福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－８住友生命博多ビル１２Ｆ 土木関係建設コンサルタント業務
中央復建コンサルタンツ（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区祇園町４－６１ 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東那珂２－２０－３５ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）長大　福岡支社 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
（株）長大テック　福岡支店 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
（株）千代田コンサルタント　九州支店 福岡県福岡市博多区住吉２－２－１ 土木関係建設コンサルタント業務
通信土木コンサルタント（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区東光　２－２０－２８ 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）傳設計　 福岡県福岡市東区千早５－２１－８－３Ｆ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）ＴＮプランニング　 福岡県北九州市小倉南区下城野１－１２－１６ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）テイケイエンジニアリング　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前４－１８－１９－２０５ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）テクノ　 福岡県久留米市東合川３‐１‐２１ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）テクノ工営　西日本支社 福岡県福岡市中央区舞鶴２－２－３ 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）テクノ大地　 福岡県久留米市大善寺町夜明１０２３ 地質調査
（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）手島建築設計事務所　福岡本社 福岡県福岡市中央区清川３－２１－９ 建築関係建設コンサルタント業務
（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
東亜グラウト工業（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区板付２－１４－１５ 下水道管渠調査
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３－１０－１５　アトルビル２Ｆ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）東亜コンサルタント　 福岡県福岡市博多区東比恵３－２８－１０ 土木関係建設コンサルタント業務
東亜コンサルタント（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目―１２番２４号　博多駅東ＱＲビル１０階 土木関係建設コンサルタント業務
東九地研工業（株）　 大分県宇佐市城井４９２ 地質調査
（株）東京建設コンサルタント　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南２－１２－３ 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前２－２０－１　大博多ビル 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）東建ジオテック　九州支店 福岡県福岡市中央区渡辺通５－１６－１３ 地質調査
（株）東光コンサルタンツ　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－３－３ 土木関係建設コンサルタント業務
東日設計コンサルタント（株）　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前４－３６－３２ＮＳハカタビル４階 土木関係建設コンサルタント業務
（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
（株）東洋環境分析センター　福岡事業所 福岡県福岡市博多区井相田３－５－１０ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）東洋技術コンサルタンツ　 福岡県福岡市中央区平尾２－９－８ 土木関係建設コンサルタント業務
東洋コンサルタント（株）　 福岡県朝倉郡筑前町松延７９６ー３７ 補償関係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）トータルメディア開発研究所　 東京都千代田区紀尾井町３－２３ 建築関係建設コンサルタント業務
（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）時設計　 東京都中央区東日本橋３－１２－１１アヅマビル 建築関係建設コンサルタント業務
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（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
（株）徳岡設計　九州事務所 福岡県福岡市博多区東比恵３－２５－５ 建築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
（株）都市環境研究所　九州事務所 福岡県福岡市博多区綱場町５－１５ 土木関係建設コンサルタント業務
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
（株）都市･計画･設計研究所　福岡事務所 福岡県福岡市中央区西中洲１２－２５ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）都市総合開発研究所　 宮崎県都城市栄町２４－２ 測量
（株）都市プラン九州　 福岡県福岡市博多区須崎町５－１０ 土木関係建設コンサルタント業務
土地家屋調査士法人九州綜合登記・測量　 福岡県福岡市南区井尻１－３６－２０ 測量
土地家屋調査士力丸英俊事務所　 福岡県宗像市東郷５－６－２０ 測量
（有）飛測量事務所　 福岡県宗像市日の里７－１６－１０ 測量
（株）豊田工務所　 福岡県福岡市南区皿山４－１４－１５ 測量
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
内外エンジニアリング（株）　福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅南３－２０－３ 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）中村測建事務所　 福岡県北九州市小倉北区田町１２－９ 測量
（株）那の津寿建築研究所　 福岡県福岡市中央区御所ヶ谷２－４１ 建築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・開発コーポレーション（株）　 福岡県福岡市中央区薬院３－１３－２３ 土木関係建設コンサルタント業務
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）西日本洗管サービス　 福岡県福岡市東区松島３－９－１２ 下水道管渠調査
（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
（株）西日本測研社　 福岡県北九州市小倉北区室町２－１１－１９ 測量
（株）西日本測量設計　 福岡県久留米市南１－１４－１１ 土木関係建設コンサルタント業務
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
日化エンジニアリング（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２６ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）日さく　九州営業所 福岡県福岡市博多区那珂３－２１－２９ 地質調査
（株）日大設計　 福岡県福岡市博多区美野島２－１６－８ 建築関係建設コンサルタント業務
日鉄鉱コンサルタント（株）　九州本社 福岡県福岡市博多区博多駅東２－６－２３ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）ニチボー　 福岡県福岡市博多区板付４－７－２８ 地質調査
ニチレキ（株）　福岡営業所 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２－３－１７ 測量
（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
（株）日建設計　九州オフィス 福岡県福岡市中央区天神１－１２－１４　紙与渡辺ビル 建築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 測量
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（株）日産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前２－１７－１４ 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
日進設備工業（株）　 高知県高知市百石町４－１１－６ その他
（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 福岡県福岡市中央区大名２－４－１２ 建築関係建設コンサルタント業務
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
（株）日東技術コンサルタント　 福岡県福岡市南区市崎１－２－８ 土木関係建設コンサルタント業務
日本インフラマネジメント（株）　 岡山県岡山市北区田益１３８８‐７ 土木関係建設コンサルタント業務
日本海洋コンサルタント（株）　九州事務所 福岡県福岡市中央区大名１－４－１ 土木関係建設コンサルタント業務
（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
（一財）日本気象協会　九州支社 福岡県福岡市早良区西新１－１０－２７ 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
日本工営（株）　福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵１‐２‐１２ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）日本港湾コンサルタント　西日本事業本部九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東３－１３－２８ 土木関係建設コンサルタント業務
日本ジタン（株）　 福岡県北九州市小倉北区京町４－１－２４ 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
（株）日本スイコー　北九州支店 福岡県北九州市八幡西区藤田２－２－１７ その他
（株）日本設計　九州支社 福岡県福岡市中央区天神１－１３－２ 建築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
日本都市技術（株）　西日本支社 福岡県福岡市博多区博多駅前１－４－１ 土木関係建設コンサルタント業務
日本物理探鑛（株）　九州支店 福岡県北九州市小倉北区大手町７番３８号 地質調査
（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
ニュー・ボーリング（株）　 福岡県福岡市博多区住吉４－２７－３テクノ住吉２０３ 地質調査
（株）ニューロファジィ　 福岡県福岡市中央区清川３－２１－９ 建築関係建設コンサルタント業務
伸光コンサルタンツ（株）　 福岡県福岡市南区柏原５ー１２ー２４ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）乃村工藝社　 東京都港区台場２－３－４ 建築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
パシフィックコンサルタンツ（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－２１ 土木関係建設コンサルタント業務
（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）ハダ工芸社　 福岡県福岡市中央区草香江２－２－２０ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）八州　福岡営業所 福岡県豊前市三楽１５４－４ 土木関係建設コンサルタント業務
（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
（株）範企画設計　 福岡県福岡市中央区渡辺通５－１０－１　モアフィールド天神南 建築関係建設コンサルタント業務
（株）バン設計　 福岡県福岡市東区箱崎１－４－１０－７０４ 建築関係建設コンサルタント業務
（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
久永情報マネジメント（株）　 鹿児島県鹿児島市松原町７－６ 測量
（株）日立建設設計　九州事務所 福岡県福岡市早良区百道浜２－１－１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）ヒノ工業　 福岡県福岡市早良区内野４－４８－５ 下水道管渠調査
日之出水道機器（株）　 福岡県福岡市博多区堅粕５－８－１８ 土木関係建設コンサルタント業務
（有）広岡建築事務所　 福岡県福岡市中央区天神２－３－１０－４２０ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）Ｈｉｒｏ建築設計　 福岡県福岡市中央区白金１－６－１４　ニチエイ白金ビル４階 建築関係建設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３－１ー３５ 建築関係建設コンサルタント業務
（有）フィールズ鑑定法人　 福岡県福岡市中央区警固２－１２－５ 補償関係コンサルタント業務
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（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
（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４‐１‐３２ 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
（公社）福岡県不動産鑑定士協会　 福岡県福岡市博多区祇園町１ー４０　三井生命福岡祗園ビル８階 補償関係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
福岡測量（株）　 福岡県福岡市中央区清川２－１２－２７ 測量
（株）福岡都市コンサルタント　 福岡県北九州市八幡西区割子川２－１３－２ 補償関係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
（株）福起設計コンサルタント　 福岡県福岡市博多区奈良屋町１１－１８ 補償関係コンサルタント業務
（株）福山コンサルタント　 福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－１８ 土木関係建設コンサルタント業務
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
不二グラウト工業（株）　 福岡県福岡市西区小戸３ー５０ー２０ 地質調査
（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
復建調査設計（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東３－１２－２４ 土木関係建設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 補償関係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）プライム評価研究所　 福岡県福岡市中央区大名２ー４－３０西鉄赤坂ビル７階 補償関係コンサルタント業務
プラス不動産鑑定（有）　 福岡県福岡市中央区大名２－２－４１－２０５ 補償関係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
（株）文化財保存計画協会　 東京都千代田区一ツ橋２－５－５ 建築関係建設コンサルタント業務
平成地研（株）　 福岡県福岡市博多区諸岡１―７―２５ 地質調査
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）ベクトル　 福岡県福岡市博多区住吉５－１３－２ 地質調査
豊栄コンサルタント（株）　 福岡県福岡市博多区空港前２－３－１８ 土木関係建設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
（株）毎長補償鑑定　 福岡県福岡市中央区西中洲１２－１３ 補償関係コンサルタント業務
（株）雅禧建築設計事務所　 福岡県福岡市中央区赤坂１－１２－１５ 建築関係建設コンサルタント業務
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）まちかん設計　 福岡県福岡市博多区店屋町４－８ 建築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
松尾測量事務所　 福岡県北九州市八幡西区大字野面１４８９ 測量
（株）松澤建築設計事務所　 福岡県福岡市中央区港２丁目２－１１－２Ｆ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）マトリックス　 福岡県福岡市南区若久１－２－３１ 建築関係建設コンサルタント業務
丸菱航業（株）　 福岡県北九州市小倉北区昭和町１３－７ 測量
（株）みかげ総合設計コンサルタント　 福岡県北九州市小倉北区山門町４－２６ 補償関係コンサルタント業務
（株）三上建築事務所　九州事務所 佐賀県佐賀市駅前中央３‐１４‐３１‐４０１号 建築関係建設コンサルタント業務
（株）水谷設計　 福岡県北九州市八幡東区西本町１－１５－１４ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）水野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南３－２－６ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）みずほ不動産鑑定所　 福岡県福岡市中央区舞鶴３－２－４　福岡舞鶴ビル６階 補償関係コンサルタント業務
（株）溝田設計事務所　福岡営業所 福岡県福岡市南区大橋４－１－１－５０２ 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
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三井共同建設コンサルタント（株）　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１４－１ 土木関係建設コンサルタント業務
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
（株）三原建築設計事務所　 佐賀県佐賀市城内１‐１０‐３０ 建築関係建設コンサルタント業務
未来プラン（株）　 福岡県福岡市博多区上川端町１２－２８　安田第１ビル９階 測量
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
（株）メイ建築研究所　 福岡県福岡市博多区博多駅東２‐９‐１　東福第２ビル４Ｆ 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
メック（株）　 福岡県福岡市早良区百道浜２－３―３３ 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
（株）モトイ建築事務所　 福岡県北九州市小倉南区徳力１－１０－１５ 補償関係コンサルタント業務
（株）森緑地設計事務所　福岡事務所 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
（株）安井建築設計事務所　九州事務所 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１日本生命ビル 建築関係建設コンサルタント業務
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
（有）ヤハタ設計　 福岡県北九州市八幡西区大浦１－１１－１松尾ビル２階 測量
（株）山下設計　九州支社 福岡県福岡市博多区御供所町３－２１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）山田綜合設計　九州事務所 福岡県福岡市中央区天神４－１－１８サンビル 建築関係建設コンサルタント業務
大和コンサル（株）　福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅南１－７－１６オーリン７号ビル 土木関係建設コンサルタント業務
大和探査技術（株）　九州支店 福岡県北九州市小倉南区城野２－３－７ 地質調査
大和不動産鑑定（株）　九州支社 福岡県福岡市中央区天神４－２－２０ 補償関係コンサルタント業務
大和リース（株）　福岡支社 福岡県福岡市中央区渡辺通４－１－３６ 建築関係建設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）ＵＲリンケージ　九州支社 福岡県福岡市中央区天神３－９－３３ 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
（株）Ｕ・Ｔ・エンジニアリング　 福岡県福岡市博多区博多駅南２－８－３５ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）雄飛設計コンサルタント　 福岡県北九州市小倉南区徳力１－２－１７ 補償関係コンサルタント業務
ユニオン設計（株）　 福岡県福岡市中央区薬院１－６－５ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）ユニオンリサーチ　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）ユニバァサル設計　九州支社 福岡県福岡市博多区千代２－２１－１３－２０３ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）陽設計事務所　 福岡県福岡市中央区大手門３－１１－２０ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）よかネット　 福岡県福岡市博多区中洲中島町３－８ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）横河建築設計事務所　福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１５－１９ 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
（株）四航コンサルタント　熊本営業所 熊本県熊本市中央区坪井１－９－２２－４０１ 測量
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
（株）ランド・コンサルタント　九州支社 福岡県福岡市南区高木２－５－１０ 補償関係コンサルタント業務
（株）ランドプラン　 福岡県福岡市南区曰佐５－１５－２４ 土木関係建設コンサルタント業務
ランドブレイン（株）　福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神４－８－２５ 土木関係建設コンサルタント業務
（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
（株）隆旭　 福岡県福岡市博多区博多駅中央街５－１１ 建築関係建設コンサルタント業務
（株）緑景　九州事務所 福岡県福岡市中央区天神２－１４－３８ 土木関係建設コンサルタント業務
（株）ロイ設計　 福岡県福岡市早良区室見４－２２－２２ 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
（株）ＹＳアーキテクツ　 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１２－５博多大島ビル 建築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_1
（株）わがまち不動産研究所　 福岡県福岡市西区内浜１ー６－５－５０３ 補償関係コンサルタント業務
（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


