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商号 所在地 第１希望
ｱｰﾊﾞﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ(株) 福岡県福岡市早良区祖原16-16-201 その他（不動産鑑定）
(株)アーバントラフィックエンジニアリンクﾞ　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
アイアール(株) 福岡県福岡市博多区住吉2-15-10-514 地質調査業務
(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
(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
(株)青木茂建築工房 大分県大分市南津留13-21 建築関係建設コンサルタント
(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
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
(株)ｱｻﾉ大成基礎ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　九州支社 福岡県福岡市博多区春町1-6-6 地質調査業務
(株)旭鑑定補償 福岡県福岡市中央区白金2-11-9 補償関係建設コンサルタント
(株)旭技研設計コンサルタント福岡事務所 福岡県福岡市南区長丘二丁目24-12 土木関係建設コンサルタント
(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
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 建築関係建設コンサルタント
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
(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
アジア航測(株)福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南3-3-25 測量
(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
(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
(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
アズテックコンサルタンツ（株） 福岡県久留米市諏訪野町2316-5 土木関係建設コンサルタント
(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
(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
(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三丁目10番15号 建築関係建設コンサルタント
(株)イ・エス・エス 東京都文京区小石川一丁目1番17号 土木関係建設コンサルタント
(株)イーエムトラスト 長崎県長崎市出島町4-4-4F その他（通信設計）
(株)Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 福岡県福岡市博多区対馬小路1-21 測量
(株)イーディシー 福岡県福岡市中央区港2-4-31 測量
石松直樹土地家屋調査士事務所 福岡県宗像市東郷五丁目6番40号 その他（土地家屋調査士）
(株)石本建築事務所 九州支所 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
伊藤無線(株) 福岡県福岡市中央区港2-4-4 その他（電気通信設備調査設計）
(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
犬丸土地家屋調査士事務所 福岡県直方市感田722番地 その他（土地家屋調査士）
（株）イビソク　九州支店 熊本県熊本市南区富合町志々水20-1 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
(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
(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
（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
梅田土地家屋調査士事務所 福岡県宗像市武丸2284番地 その他（土地家屋調査士）
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エイコー・コンサルタンツ(株) 福岡県福岡市南区高宮五丁目10番12号 土木関係建設コンサルタント
(株)エイト日本技術開発九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東1-16-14 土木関係建設コンサルタント
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諸岡4-5-2-501 土木関係建設コンサルタント
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
(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
(株)エコテックネオ 福岡県福岡市博多区西月隈4-8-35 その他（環境調査）
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
(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
(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
(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
(有)エステート・プランニング 福岡県福岡市中央区渡辺通5-6-18-1308 その他（不動産鑑定）
(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 その他（計量証明・環境調査・水質調査）
(株)エヌエイチケイアイテック　九州支社 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
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 土木関係建設コンサルタント
(株)ＮＪＳ九州総合事務所 福岡県福岡市博多区綱場町2-2 土木関係建設コンサルタント
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
(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 補償関係建設コンサルタント
(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
応用地質(株)　九州支社 福岡県福岡市南区井尻2-21-36 地質調査業務
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
(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
(株)オービット 福岡県福岡市博多区諸岡1-22-9 土木関係建設コンサルタント
(株)オキローボ　福岡支社 福岡県福岡市西区福重5-4-10 その他（漏水調査）
（株）押川測量設計 福岡県北九州市小倉北区大手町4-23 土木関係建設コンサルタント
(株)尾上設計事務所 福岡県北九州市八幡東区西本町四丁目9番12号 測量
小野設計(株) 福岡県福岡市東区香椎駅前二丁目12番41-301号 建築関係建設コンサルタント
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
(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
(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
(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
(株)カブード 福岡県福岡市早良区内野4-14-8 その他（TVカメラ調査等）
(株)カミナガ 福岡県福岡市博多区東比恵2-7-13 地質調査業務
（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舞鶴2-4-13 九州DKビル5F その他（環境調査）
(株)環境開発 福岡県福岡市博多区吉塚6-6-36 その他（下水道管渠調査）
(株)環境科学システム 福岡県大野城市乙金東3-10-12 その他（環境調査）
(株)環境システム設計 福岡県福岡市博多区博多駅前3-10-24 博多駅前藤井ビル2F 建築関係建設コンサルタント
(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
(有)環境整備センター 福岡県遠賀郡芦屋町芦屋大字芦屋1448番地 その他（TVカメラ調査）
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環境テクノス(株) 福岡県北九州市戸畑区中原新町2-4 その他(環境調査・水質調査）
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一丁目4番9号102 土木関係建設コンサルタント
管清工業(株)九州営業所 福岡市博多区東那珂2-17-28 土木関係建設コンサルタント
(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（3F） その他（不動産鑑定）
(株)環ヴィト－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
(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12-8 土木関係建設コンサルタント
北九州設計(有) 福岡県北九州市八幡東区枝光本町3-2 建築関係建設コンサルタント
(株)九建コンサルタント 福岡県福岡市南区平和2-7-24 補償関係建設コンサルタント
九州海運(株) 福岡県福岡市中央区那の津5-1-9 その他（下水道管TVカメラ調査）
一般財団法人 九州環境管理協会 福岡県福岡市東区松香台1-10-1 その他（計量証明・環境調査）
(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丁目1番1号 土木関係建設コンサルタント
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
九州水工設計（株）福岡支店 福岡県春日市春日原北町3-58-1-501 土木関係建設コンサルタント
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
(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 補償関係建設コンサルタント
(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
(株)共和テック 福岡県久留米市東合川3-1-11 地質調査業務
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
(株)極東技工ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　福岡事務所 福岡県福岡市博多区東比恵2-17-23 土木関係建設コンサルタント
(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
(株)熊平建築設計事務所　福岡支店 福岡県福岡市中央区清川3-12-1-207 建築関係建設コンサルタント
（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
(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
(有)群設計工房 福岡県福岡市中央区大濠公園2番17 - 201号 建築関係建設コンサルタント
(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
(株)研進産業 福岡県福岡市博多区吉塚6丁目6番59号 その他（TVｶﾒﾗ調査）
(株)建設技術ｾﾝﾀｰ 福岡県福岡市博多区奈良屋町1-1 土木関係建設コンサルタント
(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
小池不動産鑑定事務所 福岡県福津市星ヶ丘28-10 その他（不動産鑑定）
(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 補償関係建設コンサルタント
公益財団法人　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 その他（計量証明事業）
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642-2 測量
五光設計(株) 福岡県福岡市博多区諸岡3-10-25 土木関係建設コンサルタント
(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
(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（漏水調査）



平成28・29年度登録業者名簿【コンサル】（福津市登録） 4 / 9 

商号 所在地 第１希望
(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福岡武田ビル 土木関係建設コンサルタント
小竹測量設計(株) 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野1589-1 測量
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会 佐賀県佐賀市光1-1-2 その他（環境調査）
(株)サニム建築事務所 福岡県福岡市中央区荒戸2-3-37 朝日ﾌﾟﾗｻﾞ西公園101 建築関係建設コンサルタント
（株）三計テクノス 熊本県熊本市東区御領5-6-53 その他業務（環境調査）
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番3号 土木関係建設コンサルタント
(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
(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（漏水調査）
(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(ポーラ福岡ビル6F） 土木関係建設コンサルタント
(株)サン設計事務所 福岡県福岡市中央区薬院4-1-7 建築関係建設コンサルタント
(株)サンプランアイ 福岡県北九州市小倉南区徳力1-14-3-201 土木関係建設コンサルタント
(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
(有)サンロック 鹿児島県垂水市浜平1805番地5 その他（漏水調査）
(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博多東ｴｰｽﾋﾞﾙ5階 補償関係建設コンサルタント
ｼﾞ-ｱﾝﾄﾞｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(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
(有)シーエスプランニング 福岡県福岡市中央区高砂1丁目6番21号 測量
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 その他（鉄道）
(株)ジオ 福岡県福岡市博多区比恵町10-1 測量
ジオ・サーチ(株)九州事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目18番25-902号 土木関係建設コンサルタント
（株）ジオクラフト 福岡県北九州市小倉北区大手町3-1 測量
(株)ジオシステム 福岡県福岡市博多区竹下5-19-22 地質調査業務
(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
ｼﾋﾞ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
(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番5 土木関係建設コンサルタント
島西測量設計（株） 福岡県福岡市東区土井3-21-35 測量
(株)俊設計 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-8 建築関係建設コンサルタント
情報機器ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 福岡県福岡市博多区中呉服町5-14 その他（情報通信コンサル）
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
(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
(株)昭和設計　九州事務所 福岡県福岡市中央区赤坂一丁目5番11号 土木関係建設コンサルタント
伸光コンサルタンツ(株) 福岡県福岡市南区柏原5丁目12番24号 測量
(株)新工設計社 福岡県北九州市八幡西区浅川学園台2-6-19 建築関係建設コンサルタント
(株)新世コンソーシアム 福岡県福岡市南区井尻3-22-23 土木関係建設コンサルタント
新地研工業(株) 福岡県福岡市東区原田1-42-41 地質調査業務
(株)新日本環境ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 福岡県福岡市南区長丘3-1-18 その他（計量証明）
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 補償関係建設コンサルタント
(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ﾄｽﾃﾑﾋﾞﾙ４階 土木関係建設コンサルタント
(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丁目2‐30 その他（環境調査・水質調査）
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(株)セイコー 福岡県久留米市上津1-24-13 地質調査業務
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
(株)設備総合計画 福岡県福岡市南区塩原4-3-7 その他（設備設計）
(株)ゼンリン福岡営業部 福岡県福岡市博多区祇園町1-1（4F） 測量
(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
(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
(株)測技 福岡県宗像市田熊3-1-47中岡ビル2階 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
(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 補償関係建設コンサルタント
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
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
(株)大建 福岡県福岡市早良区南庄2-9-12 土木関係建設コンサルタント
(株)大建ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 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
(株)大建設計　九州事務所 福岡県福岡市博多区住吉3-1-1富士ﾌｲﾙﾑ福岡ﾋﾞﾙ内 建築関係建設コンサルタント
(株)大建補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 福岡県福岡市中央区大手門2-10-28 補償関係建設コンサルタント
(株)大高開発 福岡県福岡市南区日佐5-7-26 測量
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
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
(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 その他（環境調査）
(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
(株)大平総合プラン福岡支店 福岡県久留米市小頭町109 土木関係建設コンサルタント
(株)ﾀﾞ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
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
(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
(株)タイヨ－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
(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 補償関係建設コンサルタント
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号ﾋﾞﾙ 土木関係建設コンサルタント
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 補償関係建設コンサルタント
大和リース(株)福岡支店 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
(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
(株)匠建築研究所 福岡県福岡市中央区那の川2-9-7 建築関係建設コンサルタント
タナベ環境工学（株）福岡支社 福岡市東区松田3-1-20 土木関係建設コンサルタント
(株)谷澤総合鑑定所　九州支社 福岡県福岡市中央区天神1-10-17 補償関係建設コンサルタント
(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
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 補償関係建設コンサルタント
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
(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1-8-31九州ビル その他（固定資産評価支援）
(株)中央技術コンサルタンツ　九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目3-1 土木関係建設コンサルタント
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
(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 補償関係建設コンサルタント
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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 その他(環境調査）
(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
（株）長大テック　福岡事務所 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
(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
(株)翼設備計画 福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-10 建築関係建設コンサルタント
（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 測量
(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
(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（漏水調査）
(株)テクノ大地 福岡県久留米市大善寺町夜明1023 その他（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 その他（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
電気興業（株）九州支店 福岡県福岡市早良区百道浜1-7-5 その他（防災行政無線）
(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
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
(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 土木関係建設コンサルタント
(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
(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
(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
(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 その他（環境調査）
東和環境科学(株)　九州支店 福岡県福岡市東区東浜1-5-12 その他（環境調査）
(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丁目8番16号 土木関係建設コンサルタント
(株)東和土質 福岡県福岡市南区大楠1丁目30-21-306 地質調査業務
(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
(株)トーホー設備設計 福岡県福岡市博多区博多駅南3-19-22 建築関係建設コンサルタント
(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
(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
都市企画ｾﾝﾀ-(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
(有)飛測量事務所 福岡県宗像市日の里7-16-10 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
(株)トレス 福岡県行橋市大字辻垣133-1 その他（下水道管渠調査）
(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 建築関係建設コンサルタント
(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
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
中日本航空(株)　福岡営業所 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
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
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
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 その他（環境調査）
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
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
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(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 地質調査業務
（株）西日本測研社 福岡県北九州市小倉北区室町2-11-19 土木関係建設コンサルタント
西日本地研(株) 福岡県福岡市中央区高砂2-6-18 地質調査業務
西村建築設計 福岡県太宰府市五条2-20-32-605 建築関係建設コンサルタント
(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
(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
日興コンサルタント(株) 福岡県北九州市小倉南区横代130-4 土木関係建設コンサルタント
(株)日産技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-14 土木関係建設コンサルタント
(株)日進開発工業 福岡県久留米市北野町稲数726-2 地質調査業務
(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
(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
(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
(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
(株)日創建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 福岡県福岡市博多区博多駅東1-16-7 測量
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
日東化学工業(株) 福岡県北九州市小倉南区徳吉東4-9-1 その他（環境調査）
(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
一般財団法人 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
(株)日本環境工学設計事務所 東京都千代田区神田神保町2-7-3 土木関係建設コンサルタント
日本基礎技術(株)　九州支店 福岡県福岡市南区長丘5-28-6 地質調査業務
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
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（7階） 土木関係建設コンサルタント
(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（漏水調査）
(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
日本地研(株) 福岡県福岡市博多区諸岡5-25-25 地質調査業務
(株)日本電子 福岡県福岡市南区折立町5-59 その他（電気通信）
(株)ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ　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
(株)ニューゼコンサル 福岡県福岡市南区寺塚2-20-30 補償関係建設コンサルタント
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 地質調査業務
ﾊﾟ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前2-19-24 土木関係建設コンサルタント
(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
林設計一級建築士事務所 福岡県宗像市光岡85-1 旭ﾋﾞﾙⅡ2F 建築関係建設コンサルタント
(株)光ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　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
(株)ヒノ工業 福岡県福岡市早良区内野4-48-5 その他（TVカメラ調査等）
(有)フィールズ鑑定法人 福岡県福岡市中央区警固2-12-5 その他（不動産鑑定）
(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 補償関係建設コンサルタント
公益社団法人 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（3階） その他（土地家屋調査士）
(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 土木関係建設コンサルタント
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
(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
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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
(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 補償関係建設コンサルタント
(株)福岡山ノ手鑑定舎 福岡県福岡市中央区大名1-9-33ソロン赤坂ビル2階 その他（不動産鑑定）
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
(株)富士総合技術コンサルタント宗像事務所 福岡県福津市東福間1-4-1 土木関係建設コンサルタント
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（漏水調査・下水道管渠調査）
(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
(株)復建ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ　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
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
(株)プライム評価研究所 福岡県福岡市中央区大名2-4-30西鉄赤坂ビル（7階） その他（不動産鑑定）
プラス不動産鑑定(有) 福岡県福岡市中央区赤坂1-11-13大稲ビル7階 その他（不動産鑑定）
(株)プランドゥ 福岡県春日市春日原北町1-13 土木関係建設コンサルタント
(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丁目4番19号 土木関係建設コンサルタント
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
(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 土木関係建設コンサルタント
(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
(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
(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 補償関係建設コンサルタント
(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 その他（不動産鑑定）
(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
(有)三田測量 福岡県宗像市東郷5-5-8 測量
三船測量事務所 福岡県福津市西福間2-10-15 その他（土地家屋調査士）
村井測量設計(株)新宮営業所 福岡県糟屋郡新宮町下府5-2-5サンライズビラ新宮102号 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
八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ(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
(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
(株)山田設計事務所 福岡県福津市西福間2-10-5 建築関係建設コンサルタント
(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 建築関係建設コンサルタント
(株)優輝総合コンサル 福岡県福岡市博多区昭南町2-3-8（2階） 補償関係建設コンサルタント
(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
(株)Ｕ・Ｔ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目8番35号 土木関係建設コンサルタント
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
(株)ユニオンリサーチ　九州支社 福岡県福岡市中央区天神1-10-17 補償関係建設コンサルタント
(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
芳野測量設計(株) 福岡県福岡市東区箱崎7-5-8 補償関係建設コンサルタント
(株)ﾗﾝﾄﾞ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　九州支社 福岡県福岡市南区高木2-5-10 補償関係建設コンサルタント
(有)陸地測量事務所 福岡県宗像市東郷5-6-40 測量
(有)理建測量設計事務所 福岡県福津市手光1553 測量
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(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
レグルス(株) 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目4番20-703号 建築関係建設コンサルタント
(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
(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
(株)わがまち不動産研究所 福岡県福岡市西区内浜1-6-5-503 その他（不動産鑑定）
(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 地質調査業務
(株)和田設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 福岡県福岡市中央区高砂2-23-12 建築関係建設コンサルタント


