
建設業者等有資格業者名簿（業種別）　平成２５年４月１日登載 ※網掛はH25年度から追加した業者

受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
152 （株）アップス 山下　昭良 日向市大字財光寺３７７番地１ 市内 測量

217 （有）岡田測建コンサルタント 岡田　勝学 日向市亀崎３丁目７５番地 市内 測量
12 （株）ケイディエム 児玉　勇人 日向市中堀町３丁目１１９番地 市内 測量
241 （有）光地社 尾前　裕治 日向市曽根町２－１０５ 市内 測量
176 （株）創建 安藤　幸市 日向市大字塩見１５２３２番地１ 市内 測量
349 （有）田中測量設計 田中　隆幸 日向市鶴町３丁目３番８号 市内 測量
114 日向測量設計（株） 黒木　繁盛 日向市新生町１丁目７２番地 市内 測量
246 （株）フィールドプランニング 尾川　秀人 日向市大字日知屋４７２６番地３ 市内 測量
137 （株）ミヤキョウ 那須　信文 日向市東郷町山陰乙４８番地 市内 測量
159 （有）ライト調査設計 池田　寿人 日向市東郷町山陰辛３７４－４ 市内 測量
153 旭調査設計（株） 佐野　三郎 東京都練馬区中村北１－１－４ 準市内 測量
307 (株)九研綜合コンサルタント 星原　英樹 都城市太郎坊町６０７３番地１ 準市内 測量
130 （株）コスモエンジニアリング 大村　道夫 宮崎県都城市都北町５５１１番地４ 準市内 測量
445 （株）センク２１ 山本　正昭 東京都中央区日本橋堀留町２－１０－９ 準市内 測量
189 日本道路（株） 山口　宣男 東京都港区新橋１－６－５ 準市内 測量
306 平成都市技研（株） 幸森　康夫 所沢市東住吉８番６号 準市内 測量
483 アース建設コンサルタント（株） 濱村　哲之進 宮崎市出来島町２９－７ 市外 測量
410 （株）アーバントラフィックエンジニアリング 川口　芳夫 東京都新宿区四谷１－２０ 市外 測量
8 （株）アクアテックコンサルタント 中西　啓二 宮崎市霧島２丁目２０６番地 市外 測量
95 朝日航洋（株） 立野　良太郎 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 市外 測量
64 （株）旭総合コンサルタント 鬼束　一朗 都城市安久町６３３８番地５ 市外 測量
122 アジア航測（株） 大槻　幸一郎 東京都新宿区西新宿６－１４－１新宿グリーンタワービル 市外 測量
165 アジアプランニング（株） 和田　憲二 熊本市渡鹿７丁目１５番２７－１０１号 市外 測量
433 （株）アスコ 番上　正人 大阪市西区江之子島１丁目１０番１号 市外 測量
420 （株）一瀬総合補償 有村　文明 都城市早鈴町２街区８号 市外 測量
431 いであ（株） 小島　伸一 東京都世田谷区駒沢３－１５－１ 市外 測量
475 （株）イビソク 森　重幸 岐阜県大垣市築捨町３丁目１０２番地 市外 測量
331 （株）ウエスコ 山地　　弘 岡山市北区島田本町２－５－３５ 市外 測量
336 （株）エースコンサルタント 粟生山　仁志 延岡市緑ヶ丘５丁目３番１６号 市外 測量
111 （株）エー・ビー・コンサルタンツ 太田　義信 宮崎市大字瓜生野１７１２－１ 市外 測量
33 （株）エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１ 市外 測量
297 （株）エスケイエンジニアリング 光森　德雄 筑紫野市二日市中央一丁目１番５０号 市外 測量
190 ＮＴＣコンサルタンツ(株) 大村　仁 愛知県名古屋市中区千代田２－１６－１０ 市外 測量
230 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株） 田中　篤夫 東京都中央区日本橋１丁目８番１号 市外 測量
294 （株）オークスコンサルタント 坂梨　吉雄 熊本市石原３－９－５ 市外 測量
304 扇精光（株） 扇　健二 長崎市出来大工町３６ 市外 測量
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
204 応用地質（株） 成田　賢 東京都千代田区九段北４－２－６ 市外 測量
382 （株）オオバ 大場　明憲 東京都目黒区青葉台４－４－１２－１０１ 市外 測量
383 （株）オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 市外 測量
36 オリジナル設計（株） 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町３０－１３ 市外 測量
492 （株）海洋計画 緒方　一 宮崎市大塚町乱橋４５６４番地２ 市外 測量
98 基礎地盤コンサルタンツ（株） 小林　精二 東京都江東区亀戸１－５－７ 市外 測量
497 キタイ設計（株） 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 市外 測量
330 （株）九州開発エンジニヤリング 原田　卓 熊本市東区錦ヶ丘３３番１７号 市外 測量
73 九州建設コンサルタント（株） 今山　清 大分市大字曲９３６番地１ 市外 測量
292 九州工営（株） 吉田　一路 宮崎市大工２丁目１１７番 市外 測量
82 九州航空（株） 磯辺　正之 大分市王子町１２番１号 市外 測量
393 (株)九州測地コンサルタント 鈴木　敏弘 宮崎市大字芳士３７０１番地５９ 市外 測量
299 九州電技開発（株） 友延　信幸 福岡市中央区清川二丁目１３番６号 市外 測量
156 （株）九州土木設計コンサルタント 亀井　慎也 宮崎市大字芳士３７０１番地５９ 市外 測量
79 （株）九州文化財研究所 徳永　和人 熊本市神水一丁目３２番１９号 市外 測量
440 （株）九大地質コンサルタント 川邊　信也 鹿児島市田上６－２－３８ 市外 測量
157 （株）共同技術コンサルタント 川添　安史 宮崎市大島町山田ヶ窪１９２６番地１ 市外 測量
201 共立設計(株) 古木　一司 熊本市中央区平成三丁目８番１号 市外 測量
125 (株)橋梁コンサルタント 徳渕　祐三 東京都豊島区高田３－１４－２９ 市外 測量
371 （株）協和コンサルタンツ 持山　銀次郎 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 市外 測量
284 （株）極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 市外 測量
56 （株）技術開発コンサルタント 丸野　律志朗 福岡市中央区天神１－２－４ 市外 測量
490 倉測建設コンサルタント（株） 佐伯　秀政 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 市外 測量
400 （株）クリアス 森　一英 京都市伏見区竹田西段川原町６９番地 市外 測量
150 （株）クレアリア 池田　均 東京都北区豊島８－４－１ 市外 測量
326 （株）黒木総合鑑定 黒木　勇人 宮崎市松橋１丁目５番２７号 市外 測量
479 グリーン・コンサルタント（株） 羽山　髙義 東京都品川区東品川３－３２－２０ 市外 測量
438 （株）ケー・シー・エス 天野　洋文 東京都新宿区山吹町３４７藤和江戸川橋ビル 市外 測量
470 （株）建設技術研究所 村田　和夫 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 市外 測量
11 （株）建設コンサルタントナガトモ 長友　和朗 児湯郡新富町富田東三丁目２９番地２ 市外 測量
87 （株）孝栄設計コンサルタント 川崎　孝志 福岡市南区井尻１－３６－２０ 市外 測量
302 （株）晃和コンサルタント 野尻　周男 宮崎市月見ヶ丘７丁目１４番２号 市外 測量
154 国際航業（株） 中原　修 東京都千代田区六番町２番地 市外 測量
121 （株）国土開発コンサルタント 志多　充吉 宮崎市大工３－１５５ 市外 測量
315 国土情報開発（株） 羽田　寛 東京都世田谷区池尻２－７－３ 市外 測量
234 （株）合同事務所測量設計 鍋山　俊一 宮崎市瀬頭２丁目６番５号 市外 測量
219 （有）西郷測量コンサルタント 橋口　修 東臼杵郡美郷町西郷区田代５４０番地 市外 測量
100 （有）西都測量設計事務所 池田　時弘 西都市聖陵町１－４９ 市外 測量
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
166 サンコーコンサルタント（株） 跡部　俊郎 東京都江東区亀戸１丁目８番９号 市外 測量
399 (株)山新コンサルタント 椎葉　邦義 東臼杵郡椎葉村大字下福良１７３６－３３ 市外 測量
388 サンスイコンサルタント（株） 大久保　憲一 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３ 市外 測量
39 （株）三水コンサルタント 武島　一典 大阪市北区中之島６－２－４０ 市外 測量
24 （有）サンテル設計 福島　輝喜 福岡市博多区博多駅前三丁目３０－１　タイセイビル７階 市外 測量
286 (株)三祐コンサルタンツ 久野　格彦 愛知県名古屋市東区代官町３５－１６ 市外 測量
363 三洋テクノマリン（株） 矢治　正司 東京都中央区日本橋堀留町１－３－１７ 市外 測量
161 （株）島田設計コンサルタント 小西　邦明 延岡市大貫町４丁目１３３３番地３ 市外 測量
133 （有）島田総合コンサルタント 島田　正春 宮崎市大字本郷南方２６３１番地 市外 測量
298 正栄技術コンサルタント（株） 國府　謙一 都城市中原町３８街区９号 市外 測量
281 （株）松栄都市設計事務所 松田　澄則 福岡市博多区奈良屋町１４番２０号 市外 測量
357 昭和（株） 本島　哲也 東京都北区上中里１－１１－８ 市外 測量
185 （株）昭和設計 沼田　亘 大阪府大阪市北区豊崎4丁目12番10号 市外 測量
231 新構造技術（株） 松村　英樹 東京都江東区亀戸１－８－７ 市外 測量
495 （株）新産測量設計コンサルタント 堀川　健一 東臼杵郡門川町上町１－２７ 市外 測量
409 （株）新和コンサルタント 新原　裕介 福岡県太宰府市水城２－１８－３７ 市外 測量
321 （株）真和コンサルタント 村上　博美 宮崎市月見ヶ丘４丁目２４番２号 市外 測量
478 ジーアンドエスエンジニアリング（株） 花田　勲 福岡市博多区東比恵３－２４－９ 市外 測量
42 （有）ジパング・サーベイ 赤塚　光一 小林市大字水流迫９６９番地３ 市外 測量
350 （株）水環コンサルタント 西　浩一郎 宮崎市田吉３０３番地 市外 測量
449 （株）西部技建コンサルタント 前原　敏朗 小林市大字細野４１５８ 市外 測量
4 大正測量設計（株） 川﨑　信三 福岡市南区皿山三丁目２番５６号 市外 測量

180 大成ジオテック（株） 横山　巖 福岡県久留米市西町１１７４－１０ 市外 測量
211 太陽技術コンサルタント（株） 村上　健一 延岡市松山町１１７０－１ 市外 測量
90 玉野総合コンサルタント（株） 関根　博道 名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 市外 測量
207 （株）第一テクノコンサルタンツ 塩月　隆久 延岡市出北１丁目２６番２６号 市外 測量
28 第一復建（株） 植田　薫 福岡市南区清水４丁目２番８号 市外 測量
422 （株）大進 山内　康功 鹿児島市新照院町２１－７ 市外 測量
9 大日本コンサルタント（株） 川神　雅秀 東京都豊島区駒込三丁目２３番１号 市外 測量

146 （株）ダイヤコンサルタント 浅野　忠男 東京都千代田区岩本町一丁目７番４号 市外 測量
92 （株）ダイワコンサルタント 厚地　学 宮崎市生目台西３－７－３ 市外 測量
384 （株）地域科学研究所 木下　光一 大分市東春日町１－１　ＮＳ大分ビル 市外 測量
436 中央開発（株） 瀨古　一郎 東京都新宿区西早稲田３－１３－５ 市外 測量
237 （株）中央技術コンサルタンツ 甲斐　琴子 東京都新宿区西新宿７丁目７番２９号 市外 測量
309 中央コンサルタンツ（株） 藤本　博史 名古屋市西区那古野二丁目１１番２３号 市外 測量
358 中外テクノス（株） 福馬　勝洋 広島市西区横川新町９番１２号 市外 測量
385 （株）長大 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蠣殻町１－２０－４ 市外 測量
145 （株）千代田コンサルタント 猪口　豪 東京都北区西ヶ原３－５７－５ 市外 測量
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
360 （株）トーニチコンサルタント 川東　光三 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 市外 測量
81 東亜建設技術（株） 平野　巖 福岡市西区西の丘一丁目７番１号 市外 測量
258 東京ガス・エンジニアリング（株） 相原　啓二 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 市外 測量
411 （株）東京建設コンサルタント 寺田　斐夫 東京都豊島区北大塚１－１５－６ 市外 測量
102 （株）東京設計事務所 亀田　宏 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 市外 測量
220 （株）東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都台東区元浅草４－９－１３ 市外 測量
480 東洋コンサルタント（株） 吉郷　高治 福岡県朝倉郡筑前町松延７９６－３７ 市外 測量
47 東和環境科学（株） 笹井　裕 広島市中区舟入町６番５号 市外 測量
313 （株）東和テクノロジー 友田　啓二郎 広島市中区広瀬北町３番１１号 市外 測量
364 （株）都市総合開発研究所 川本　翰治 都城市栄町２４号２番 市外 測量
147 （株）道路建設コンサルタント 久保　正一郎 千葉県千葉市中央区今井１－２３－７ 市外 測量
183 内外エンジニアリング(株) 池田　正 京都市南区久世中久世町１丁目１４１番地 市外 測量
485 中日本航空（株） 國光　幹雄 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２ 市外 測量
193 （株）中庭測量コンサルタント 中庭　基雄 東京都大田区大森中１－２－２６ 市外 測量
10 南興測量設計（株） 長嶺　一夫 宮崎市大工３丁目１０８番地 市外 測量
417 （株）南洲基礎地質コンサルタント 猪俣　満治 都城市庄内町１２７６７－２ 市外 測量
493 （株）南州コンサルタント 下堂園　一将 西臼杵郡高千穂町大字押方９５４番地 市外 測量
236 （株）南都技研 多田　佳充 宮崎市祇園２－８－１ 市外 測量
115 （株）西田技術開発コンサルタント 西田　靖 宮崎市大字田吉６１８６－５ 市外 測量
112 西日本技術開発（株） 村島　正康 福岡市中央区渡辺通１－１－１ 市外 測量
472 西日本コンサルタント（株） 加藤　一彦 大分市大字奥田６４６－1 市外 測量
20 （株）日建技術コンサルタント 山口　伸明 大阪市中央区谷町６－４－３ 市外 測量
416 （株）日航コンサルタント 愛須　章友 広島県東広島市西条上市町１０番１３号 市外 測量
441 （株）日新技術コンサルタント 岡田　久志 東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ 市外 測量
37 （株）日水コン 野村　喜一 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 市外 測量
228 （株）日設コンサルタント 伊藤　純仁 福岡市博多区綱場町９番２８号 市外 測量
93 （株）日豊測量設計 鳥越　逸雄 宮崎市新別府町船戸７９１番地２ 市外 測量
280 日本交通技術（株） 柿沼　民夫 東京都台東区上野７－１１－１ 市外 測量
406 （一財）日本環境衛生センター 奥村　明雄 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０－６ 市外 測量
376 （株）日本環境工学設計事務所 岩脇　成彦 東京都千代田区神田神保町２－７－３ 市外 測量
283 日本工営（株） 廣瀬　典昭 東京都千代田区麹町５－４ 市外 測量
30 日本上下水道設計（株） 木下　哲 東京都新宿区富久町６－８ 市外 測量
270 日本水工設計（株） 國本　博信 東京都中央区勝どき３丁目１２番１号 市外 測量
340 日本測地設計（株） 松崎　由美子 東京都新宿区高田馬場３－２３－６ 市外 測量
78 日本地研（株） 福田　久弥 福岡市博多区諸岡５－２５－２５ 市外 測量
206 （株）ニュージェック 松本　正毅 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 市外 測量
15 （株）阪神コンサルタンツ 横田　裕 奈良市大宮町２丁目４番２５号 市外 測量
187 （株）パスコ 目﨑　祐史 東京都目黒区東山１－１－２ 市外 測量
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
103 （株）東九州コンサルタント 小田　幸男 延岡市別府町４２０９－２ 市外 測量
452 （株）東九州測量設計 新開　寿久 宮崎市霧島４－１８６－２ 市外 測量
238 久永情報マネジメント（株） 久永　修平 鹿児島市松原町７番６号 市外 測量
149 フェニックスコンサルタント（株） 渡邊　均 宮崎市大字島之内字境田６６５２番地 市外 測量
451 福岡都市技術（株） 中平　明憲 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 市外 測量
18 （有）福島測量設計調査事務所 福島　俊 西都市聖陵町二丁目２５番地 市外 測量
226 （株）福山コンサルタント 山本　洋一 福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 市外 測量
263 富士工業(株) 河野　武弘 宮崎市小戸町６９番地１ 市外 測量
271 復建調査設計（株） 小田　秀樹 広島市東区光町２丁目１０番１１号 市外 測量
212 冨洋設計（株） 武部　茂 東京都中央区日本橋浜町２－３０－１ 市外 測量
77 （株）文化財保存計画協会 矢野　和之 東京都千代田区一ツ橋２丁目５番５号 市外 測量
482 （株）プレック研究所 杉尾　邦江 東京都千代田区麹町３－７－６ 市外 測量
45 （株）埋蔵文化財サポートシステム 川谷　昭彦 佐賀市新中町１－７ 市外 測量
195 （株）水野建設コンサルタント 松崎　正春 熊本市東区小峯２丁目６番２６号 市外 測量
443 三井共同建設コンサルタント（株） 廣畑　彰一 東京都新宿区高田馬場１－４－１５ 市外 測量
108 （株）南九州都市開発研究事務所 西川　國雄 都城市前田町１５街区６ 市外 測量
232 南日本総合コンサルタント（株） 川野　一哉 都城市志比田町５９１２番地２ 市外 測量
353 （株）都城技建コンサルタント 田上　尚穂 都城市中原町６街区７号 市外 測量
86 宮崎県測量設計事業協同組合 渡邊　均 宮崎市大字島之内１０２１１－９ 市外 測量
6 (社)宮崎県治山林道協会 黒木　定藏 宮崎市宮田町１０番２８号 市外 測量

118 （株）宮崎産業開発 右松　芳明 宮崎市大橋３丁目２２５番地 市外 測量
260 （株）宮崎水道コンサルタント 徳見　孝 宮崎市大塚町池ノ内１１２７番地４８ 市外 測量
446 （株）メイケン 宮田　浩一 神戸市東灘区深江本町３－５－２５ 市外 測量
215 八千代エンジニヤリング（株） 花岡　憲男 東京都新宿区西落合２－１８－１２ 市外 測量
354 （株）四航コンサルタント 一地　良一 香川県高松市上福岡町２０５７番地６ 市外 測量
1 ライト工業（株） 入江　保美 東京都千代田区九段北４－２－３５ 市外 測量

342 ランドブレイン（株） 吉武　祐一 東京都千代田区平河町１－２－１０ 市外 測量
209 （株）ロードリバーコンサルタント 佐藤　秀夫 宮崎市霧島二丁目１６２番地２ 市外 測量
587 アクリーグ（株） 磯山　左門 栃木県小山市大字外城81-9 市外 測量
536 国土防災技術（株） 柳内　克行 東京都港区虎ノ門3丁目18番5号 市外 測量
513 ＪＲ九州コンサルタンツ（株） 吉岡　利春 福岡市博多区博多駅東１－１－１４ 市外 測量
573 （株）白浜測量設計 白浜　隆寛 宮崎市城ヶ崎2-6-3 市外 測量
508 西部環境調査（株） 山口　優親 長崎県佐世保市三川内新町26番1 市外 測量
563 セントラルコンサルタント（株） 馬場　直俊 東京都中央区入船1丁目4番10号 市外 測量
561 （株）総合開発工業 坂東　昭男 宮崎市大淀1丁目2番19号 市外 測量
579 大和探査技術（株） 長谷川　俊彦 東京都江東区古石場2-2-11 市外 測量
543 フジ地中情報（株） 田村　典行 東京都港区海岸3-20-20 市外 測量
516 明大工業（株） 藤本　修司 大分県別府市船小路町３番４３号 市外 測量
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
528 （株）メック宮崎 川崎　幸一郎 宮崎市大塚町池ノ内１２０５番地 市外 測量
463 アース設計事務所 江藤　武 日向市大字日知屋１４６２２ 市内 建築設計
320 （有）アイセック 黒木　幸市 日向市新生町１－２ 市内 建築設計
374 アイビルド設計事務所 小出　恒夫 日向市大王町２－３９ 市内 建築設計
152 （株）アップス 山下　昭良 日向市大字財光寺３７７番地１ 市内 建築設計
194 （有）安藤設計 安藤　栄治 日向市中町２番２号 市内 建築設計
344 甲斐修二設計室 甲斐　修二 日向市大字財光寺６０８８－１３ 市内 建築設計
351 （株）近藤設計 近藤　正美 日向市大字日知屋古田町９番地 市内 建築設計
74 （有）鈴建 鈴木　俊之 日向市大字日知屋６８２番地１９２ 市内 建築設計
372 土田設計 土田　博基 日向市大字富高６９６９－１２ 市内 建築設計
210 （株）長田建築企画設計事務所 長田　修 日向市梶木町１－２ 市内 建築設計
401 治田建築設計事務所 治田　德延 日向市大字財光寺６０８８－９７ 市内 建築設計
448 ＨＩＴ設計 梅田　隆典 日向市大字財光寺３６０９－２６ 市内 建築設計
7 （有）本田設計 本田　裕恒 日向市大字日知屋１１１７０番２ 市内 建築設計

389 （有）松木設計 松木　優 日向市大字富高７１７ 市内 建築設計
518 アーク計画設計事務所 佐藤　友治 日向市向江町１－４７ 市内 建築設計
542 旭設備設計 矢野　政義 日向市大字財光寺1366-48 市内 建築設計
511 林建築設計事務所 林　祥介 日向市大字財光寺４１４－１ 市内 建築設計
130 （株）コスモエンジニアリング 大村　道夫 宮崎県都城市都北町５５１１番地４ 準市内 建築設計
445 （株）センク２１ 山本　正昭 東京都中央区日本橋堀留町２－１０－９ 準市内 建築設計
453 (有)アーキコスモ 新地　康宏 宮崎市大塚町地蔵田４６７２－５ 市外 建築設計
483 アース建設コンサルタント（株） 濱村　哲之進 宮崎市出来島町２９－７ 市外 建築設計
26 （株）アーバンデザインコンサルタント 堤　八恵子 福岡市中央区博多駅前二丁目１２番２６号 市外 建築設計
140 （株）アール・アイ・エー 宮原　義昭 東京都港区港南二丁目１２番２６号 市外 建築設計
214 （株）ＩＮＡ新建築研究所 中山　正俊 東京都文京区白山３丁目１番８号 市外 建築設計
64 （株）旭総合コンサルタント 鬼束　一朗 都城市安久町６３３８番地５ 市外 建築設計
165 アジアプランニング（株） 和田　憲二 熊本市渡鹿７丁目１５番２７－１０１号 市外 建築設計
134 （株）梓設計 杉谷　文彦 東京都品川区東品川２－１－１１ 市外 建築設計
415 アトリエＢＢＳ（株） 原　澄雄 福岡市博多区美野島２－１－３１　ソキアビル６階 市外 建築設計
101 （株）石本建築事務所 石井　誠 東京都千代田区九段南４－６－１２ 市外 建築設計
491 （株）市浦ハウジング＆プランニング 内田　勝巳 東京都文京区本郷１丁目２８－３４ 市外 建築設計
431 いであ（株） 小島　伸一 東京都世田谷区駒沢３－１５－１ 市外 建築設計
362 （株）伊藤喜三郎建築研究所 原　勇次 東京都品川区東五反田１丁目２番３３号 市外 建築設計
341 （株）岩切設計 岩切　拓也 宮崎市鶴島１－５－２８ 市外 建築設計
331 （株）ウエスコ 山地　　弘 岡山市北区島田本町２－５－３５ 市外 建築設計
33 （株）エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１ 市外 建築設計
88 （株）エス技建 福田　勝 福岡市博多区住吉４丁目２７－３ 市外 建築設計
496 （株）ＳＰフォーラム 江川　克之 東京都港区西新橋三丁目２３番５号 市外 建築設計
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
447 江藤一級建築士事務所 江藤　稔 東臼杵郡門川町須賀崎１－１９ 市外 建築設計
107 （株）エヌエイチケイアイテック 永井　研二 東京都渋谷区神南１－４－１ 市外 建築設計
190 ＮＴＣコンサルタンツ(株) 大村　仁 愛知県名古屋市中区千代田２－１６－１０ 市外 建築設計
229 （株）ＮＴＴファシリティーズ 筒井　清志 東京都港区芝浦３丁目４番１号 市外 建築設計
304 扇精光（株） 扇　健二 長崎市出来大工町３６ 市外 建築設計
382 （株）オオバ 大場　明憲 東京都目黒区青葉台４－４－１２－１０１ 市外 建築設計
466 （有）河野設計 河野　栄智 延岡市若葉町１－２８４０－３ 市外 建築設計
290 （株）環境技術研究所 篠田　公平 大阪市西区阿波座１－３－１５ 市外 建築設計
256 (株)菊池設計 菊池　富男 延岡市富美山町５１９番地８ 市外 建築設計
497 キタイ設計（株） 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 市外 建築設計
330 （株）九州開発エンジニヤリング 原田　卓 熊本市東区錦ヶ丘３３番１７号 市外 建築設計
73 九州建設コンサルタント（株） 今山　清 大分市大字曲９３６番地１ 市外 建築設計
29 （株）教育施設研究所 北原　英昭 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 市外 建築設計
277 （株）共立設計 日高　敏郎 宮崎市大橋１－１２３ 市外 建築設計
371 （株）協和コンサルタンツ 持山　銀次郎 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 市外 建築設計
284 （株）極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 市外 建築設計
83 （株）空間文化開発機構 真鍋　建男 大阪市中央区平野町１丁目８番８号 市外 建築設計
192 （株）楠山設計 久寿米木　康宣 東京都千代田区猿楽町１－２－２ 市外 建築設計
474 クボタ設備設計 窪田　道雄 宮崎市吉村町曽師中甲３０９５－１２ 市外 建築設計
481 （株）久米設計 山田　幸夫 東京都江東区潮見２－１－２２ 市外 建築設計
490 倉測建設コンサルタント（株） 佐伯　秀政 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 市外 建築設計
400 （株）クリアス 森　一英 京都市伏見区竹田西段川原町６９番地 市外 建築設計
470 （株）建設技術研究所 村田　和夫 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 市外 建築設計
170 （有）弘栄設計 岩満　国弘 宮崎市大橋２－４６ 市外 建築設計
381 （財）高度映像情報センター 久保田　致長 東京都千代田区三番町６－１４ 市外 建築設計
366 （有）小嶋凌衛建築設計事務所 小嶋　凌衛 延岡市出北１－３４－１８ 市外 建築設計
325 （有）コラム設計 横山　勝徳 宮崎市中村西二丁目２番１６号 市外 建築設計
356 （株）ごとう計画・設計 後藤　明夫 宮崎市佐土原町下那珂３３７５－１ 市外 建築設計
437 （株）佐藤総合計画 細田　雅春 東京都墨田区横網２－１０－１２ 市外 建築設計
308 （株）産研設計 黒木　久勝 宮崎市昭和町３５番地 市外 建築設計
166 サンコーコンサルタント（株） 跡部　俊郎 東京都江東区亀戸１丁目８番９号 市外 建築設計
39 （株）三水コンサルタント 武島　一典 大阪市北区中之島６－２－４０ 市外 建築設計
286 (株)三祐コンサルタンツ 久野　格彦 愛知県名古屋市東区代官町３５－１６ 市外 建築設計
185 （株）昭和設計 沼田　亘 大阪府大阪市北区豊崎4丁目12番10号 市外 建築設計
272 (有)新城設計企画室 出口　康一 宮崎市吉村町寺ノ下甲２２８４番地２ 市外 建築設計
435 （株）醇まちづくり技術研究所 横山　朋和 福岡市中央区渡辺通２丁目８番１２号 市外 建築設計
489 （株）綜企画設計 天草　邦明 東京都千代田区岩本町２－５－２ 市外 建築設計
90 玉野総合コンサルタント（株） 関根　博道 名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 市外 建築設計
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
28 第一復建（株） 植田　薫 福岡市南区清水４丁目２番８号 市外 建築設計
123 （株）大建設計 平田　義秀 大阪市西区京町堀１－１３－２０ 市外 建築設計
422 （株）大進 山内　康功 鹿児島市新照院町２１－７ 市外 建築設計
9 大日本コンサルタント（株） 川神　雅秀 東京都豊島区駒込三丁目２３番１号 市外 建築設計

309 中央コンサルタンツ（株） 藤本　博史 名古屋市西区那古野二丁目１１番２３号 市外 建築設計
155 （有）中央設計 緒方　三郎 宮崎市花ヶ島町十文字２４２７番地５ 市外 建築設計
358 中外テクノス（株） 福馬　勝洋 広島市西区横川新町９番１２号 市外 建築設計
385 （株）長大 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蠣殻町１－２０－４ 市外 建築設計
145 （株）千代田コンサルタント 猪口　豪 東京都北区西ヶ原３－５７－５ 市外 建築設計
360 （株）トーニチコンサルタント 川東　光三 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 市外 建築設計
2 （株）トーホー設備設計 鶴田　明 福岡市博多区博多駅南三丁目１９番２２号 市外 建築設計

411 （株）東京建設コンサルタント 寺田　斐夫 東京都豊島区北大塚１－１５－６ 市外 建築設計
102 （株）東京設計事務所 亀田　宏 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 市外 建築設計
25 （株）東畑建築事務所 香西　喜八郎 大阪市中央区高麗橋２丁目６番１０号 市外 建築設計
313 （株）東和テクノロジー 友田　啓二郎 広島市中区広瀬北町３番１１号 市外 建築設計
369 （株）徳岡設計 徳岡　昌克 大阪市北区西天満６丁目３番１１－２０５号 市外 建築設計
183 内外エンジニアリング(株) 池田　正 京都市南区久世中久世町１丁目１４１番地 市外 建築設計
225 （株）内藤建築事務所 川本　雄三 京都市左京区田中大堰町１８２ 市外 建築設計
318 （株）内藤廣建築設計事務所 内藤　廣 東京都千代田区九段南２丁目２番８号 市外 建築設計
424 （株）那須設計 那須　泉 宮崎市松橋１－８－１ 市外 建築設計
112 西日本技術開発（株） 村島　正康 福岡市中央区渡辺通１－１－１ 市外 建築設計
20 （株）日建技術コンサルタント 山口　伸明 大阪市中央区谷町６－４－３ 市外 建築設計
274 （株）日建設計 岡本　慶一 東京都千代田区飯田橋２－１８－３ 市外 建築設計
416 （株）日航コンサルタント 愛須　章友 広島県東広島市西条上市町１０番１３号 市外 建築設計
441 （株）日新技術コンサルタント 岡田　久志 東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ 市外 建築設計
37 （株）日水コン 野村　喜一 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 市外 建築設計
317 （株）日総建 安井　幹人 東京都渋谷区幡ヶ谷１－３４－１４ 市外 建築設計
280 日本交通技術（株） 柿沼　民夫 東京都台東区上野７－１１－１ 市外 建築設計
376 （株）日本環境工学設計事務所 岩脇　成彦 東京都千代田区神田神保町２－７－３ 市外 建築設計
30 日本上下水道設計（株） 木下　哲 東京都新宿区富久町６－８ 市外 建築設計
270 日本水工設計（株） 國本　博信 東京都中央区勝どき３丁目１２番１号 市外 建築設計
19 （株）日本設計 六鹿　正治 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 市外 建築設計
206 （株）ニュージェック 松本　正毅 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 市外 建築設計
498 （株）乃村工藝社 渡辺　勝 東京都港区台場２－３－４ 市外 建築設計
151 パシフィックコンサルタンツ（株） 長谷川　伸一 東京都多摩市関戸１－７－５ 市外 建築設計
187 （株）パスコ 目﨑　祐史 東京都目黒区東山１－１－２ 市外 建築設計
338 ひかり設計 平川　晃 宮崎市城ヶ崎４丁目１番地２６ 市外 建築設計
77 （株）文化財保存計画協会 矢野　和之 東京都千代田区一ツ橋２丁目５番５号 市外 建築設計
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
482 （株）プレック研究所 杉尾　邦江 東京都千代田区麹町３－７－６ 市外 建築設計
324 （株）別当設計 別当　幸宣 宮崎市恒久３－３０－１１ 市外 建築設計
45 （株）埋蔵文化財サポートシステム 川谷　昭彦 佐賀市新中町１－７ 市外 建築設計
128 （株）益田設計事務所 益田　敏明 都城市広原町２号２番地 市外 建築設計
177 （有）松下設計 松下　宏 延岡市松原町１丁目２－５ 市外 建築設計
443 三井共同建設コンサルタント（株） 廣畑　彰一 東京都新宿区高田馬場１－４－１５ 市外 建築設計
172 みつくぼ建築設計事務所 満窪　和貴 宮崎市霧島４丁目１　セントパーク２Ｆ 市外 建築設計
419 （有）村社和弘建築事務所 村社　俊弘 宮崎市大字恒久４１０７番地２１ 市外 建築設計
446 （株）メイケン 宮田　浩一 神戸市東灘区深江本町３－５－２５ 市外 建築設計
316 （有）メイ建築研究所宮崎 戸田　善康 宮崎市松橋２丁目２番３号 市外 建築設計
468 （株）安井建築設計事務所 佐野　吉彦 大阪市中央区島町２－４－７ 市外 建築設計
215 八千代エンジニヤリング（株） 花岡　憲男 東京都新宿区西落合２－１８－１２ 市外 建築設計
413 （株）山下設計 田中　孝典 東京都中央区日本橋小網町６－１ 市外 建築設計
48 （株）よかネット 山田　龍雄 福岡市博多区中洲中島町３－８ 市外 建築設計
34 （株）横河建築設計事務所 今田　栄二 東京都目黒区下目黒２－２０－２８ 市外 建築設計
460 （有）横山建築事務所 横山　隆二 宮崎市大字本郷北方４４４２番地５ 市外 建築設計
113 吉岡設計事務所 吉岡　勝 東臼杵郡門川町南ヶ丘１丁目１１番地 市外 建築設計
342 ランドブレイン（株） 吉武　祐一 東京都千代田区平河町１－２－１０ 市外 建築設計
355 （株）歴史環境計画研究所 秋山　邦雄 東京都武蔵野市吉祥寺東町２－１７－１－６０５ 市外 建築設計
558 青木建築設計事務所 青木　良治 宮崎市佐土原町松小路3－1 市外 建築設計
513 ＪＲ九州コンサルタンツ（株） 吉岡　利春 福岡市博多区博多駅東１－１－１４ 市外 建築設計
563 セントラルコンサルタント（株） 馬場　直俊 東京都中央区入船1丁目4番10号 市外 建築設計
582 （有）団一級建築設計事務所 新森　初男 都城市志比田町5751番地４ 市外 建築設計
570 （株）時設計 菊地　宏行 東京都中央区東日本橋3-12-11　 市外 建築設計
559 （株）中桐造園設計研究所 中桐　省三 福岡市南区多賀1-12-26 市外 建築設計
507 フコク電興（株） 中島　建司 福岡県福岡市博多区山王1-15-8 市外 建築設計
525 （株）宮崎設計 日高　安隆 宮崎市霧島3丁目135番地 市外 建築設計
568 （株）村田相互設計 村田　正文 広島県広島市中区舟入南4丁目20番8号 市外 建築設計
152 （株）アップス 山下　昭良 日向市大字財光寺３７７番地１ 市内 建設コンサルタント
344 甲斐修二設計室 甲斐　修二 日向市大字財光寺６０８８－１３ 市内 建設コンサルタント
12 （株）ケイディエム 児玉　勇人 日向市中堀町３丁目１１９番地 市内 建設コンサルタント
241 （有）光地社 尾前　裕治 日向市曽根町２－１０５ 市内 建設コンサルタント
176 （株）創建 安藤　幸市 日向市大字塩見１５２３２番地１ 市内 建設コンサルタント
349 （有）田中測量設計 田中　隆幸 日向市鶴町３丁目３番８号 市内 建設コンサルタント
114 日向測量設計（株） 黒木　繁盛 日向市新生町１丁目７２番地 市内 建設コンサルタント
137 （株）ミヤキョウ 那須　信文 日向市東郷町山陰乙４８番地 市内 建設コンサルタント
542 旭設備設計 矢野　政義 日向市大字財光寺1366-48 市内 建設コンサルタント
153 旭調査設計（株） 佐野　三郎 東京都練馬区中村北１－１－４ 準市内 建設コンサルタント
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
307 (株)九研綜合コンサルタント 星原　英樹 都城市太郎坊町６０７３番地１ 準市内 建設コンサルタント
130 （株）コスモエンジニアリング 大村　道夫 宮崎県都城市都北町５５１１番地４ 準市内 建設コンサルタント
445 （株）センク２１ 山本　正昭 東京都中央区日本橋堀留町２－１０－９ 準市内 建設コンサルタント
198 （株）ニチボー 山岡　正基 福岡市博多区板付４丁目７番２８号 準市内 建設コンサルタント
189 日本道路（株） 山口　宣男 東京都港区新橋１－６－５ 準市内 建設コンサルタント
306 平成都市技研（株） 幸森　康夫 所沢市東住吉８番６号 準市内 建設コンサルタント
483 アース建設コンサルタント（株） 濱村　哲之進 宮崎市出来島町２９－７ 市外 建設コンサルタント
26 （株）アーバンデザインコンサルタント 堤　八恵子 福岡市中央区博多駅前二丁目１２番２６号 市外 建設コンサルタント
410 （株）アーバントラフィックエンジニアリング 川口　芳夫 東京都新宿区四谷１－２０ 市外 建設コンサルタント
140 （株）アール・アイ・エー 宮原　義昭 東京都港区港南二丁目１２番２６号 市外 建設コンサルタント
214 （株）ＩＮＡ新建築研究所 中山　正俊 東京都文京区白山３丁目１番８号 市外 建設コンサルタント
8 （株）アクアテックコンサルタント 中西　啓二 宮崎市霧島２丁目２０６番地 市外 建設コンサルタント
95 朝日航洋（株） 立野　良太郎 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 市外 建設コンサルタント
64 （株）旭総合コンサルタント 鬼束　一朗 都城市安久町６３３８番地５ 市外 建設コンサルタント
122 アジア航測（株） 大槻　幸一郎 東京都新宿区西新宿６－１４－１新宿グリーンタワービル 市外 建設コンサルタント
165 アジアプランニング（株） 和田　憲二 熊本市渡鹿７丁目１５番２７－１０１号 市外 建設コンサルタント
433 （株）アスコ 番上　正人 大阪市西区江之子島１丁目１０番１号 市外 建設コンサルタント
134 （株）梓設計 杉谷　文彦 東京都品川区東品川２－１－１１ 市外 建設コンサルタント
266 （株）イ・エス・エス 西谷　保 東京都文京区春日１－６－１　後楽園マンション１０２号 市外 建設コンサルタント
5 （株）イーネットコム 後藤　英二 延岡市愛宕町２丁目１番地５ 市外 建設コンサルタント

101 （株）石本建築事務所 石井　誠 東京都千代田区九段南４－６－１２ 市外 建設コンサルタント
491 （株）市浦ハウジング＆プランニング 内田　勝巳 東京都文京区本郷１丁目２８－３４ 市外 建設コンサルタント
431 いであ（株） 小島　伸一 東京都世田谷区駒沢３－１５－１ 市外 建設コンサルタント
475 （株）イビソク 森　重幸 岐阜県大垣市築捨町３丁目１０２番地 市外 建設コンサルタント
253 岩切環境技研（株） 岩切　重人 宮崎市大塚台西３丁目４０－１０ 市外 建設コンサルタント
331 （株）ウエスコ 山地　　弘 岡山市北区島田本町２－５－３５ 市外 建設コンサルタント
295 （株）ウォーターエージェンシー 榊原　秀明 東京都新宿区東五軒町３番２５号 市外 建設コンサルタント
336 （株）エースコンサルタント 粟生山　仁志 延岡市緑ヶ丘５丁目３番１６号 市外 建設コンサルタント
111 （株）エー・ビー・コンサルタンツ 太田　義信 宮崎市大字瓜生野１７１２－１ 市外 建設コンサルタント
33 （株）エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１ 市外 建設コンサルタント
297 （株）エスケイエンジニアリング 光森　德雄 筑紫野市二日市中央一丁目１番５０号 市外 建設コンサルタント
190 ＮＴＣコンサルタンツ(株) 大村　仁 愛知県名古屋市中区千代田２－１６－１０ 市外 建設コンサルタント
230 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株） 田中　篤夫 東京都中央区日本橋１丁目８番１号 市外 建設コンサルタント
294 （株）オークスコンサルタント 坂梨　吉雄 熊本市石原３－９－５ 市外 建設コンサルタント
304 扇精光（株） 扇　健二 長崎市出来大工町３６ 市外 建設コンサルタント
204 応用地質（株） 成田　賢 東京都千代田区九段北４－２－６ 市外 建設コンサルタント
382 （株）オオバ 大場　明憲 東京都目黒区青葉台４－４－１２－１０１ 市外 建設コンサルタント
383 （株）オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 市外 建設コンサルタント
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
36 オリジナル設計（株） 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町３０－１３ 市外 建設コンサルタント
492 （株）海洋計画 緒方　一 宮崎市大塚町乱橋４５６４番地２ 市外 建設コンサルタント
290 （株）環境技術研究所 篠田　公平 大阪市西区阿波座１－３－１５ 市外 建設コンサルタント
80 （株）管総研 濱田　憲一 尼崎市浜一丁目１番１号 市外 建設コンサルタント
98 基礎地盤コンサルタンツ（株） 小林　精二 東京都江東区亀戸１－５－７ 市外 建設コンサルタント
497 キタイ設計（株） 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 市外 建設コンサルタント
330 （株）九州開発エンジニヤリング 原田　卓 熊本市東区錦ヶ丘３３番１７号 市外 建設コンサルタント
423 一般財団法人　九州環境管理協会 持田　勲 福岡市東区松香台１－１０－１ 市外 建設コンサルタント
73 九州建設コンサルタント（株） 今山　清 大分市大字曲９３６番地１ 市外 建設コンサルタント
292 九州工営（株） 吉田　一路 宮崎市大工２丁目１１７番 市外 建設コンサルタント
299 九州電技開発（株） 友延　信幸 福岡市中央区清川二丁目１３番６号 市外 建設コンサルタント
156 （株）九州土木設計コンサルタント 亀井　慎也 宮崎市大字芳士３７０１番地５９ 市外 建設コンサルタント
440 （株）九大地質コンサルタント 川邊　信也 鹿児島市田上６－２－３８ 市外 建設コンサルタント
157 （株）共同技術コンサルタント 川添　安史 宮崎市大島町山田ヶ窪１９２６番地１ 市外 建設コンサルタント
201 共立設計(株) 古木　一司 熊本市中央区平成三丁目８番１号 市外 建設コンサルタント
125 (株)橋梁コンサルタント 徳渕　祐三 東京都豊島区高田３－１４－２９ 市外 建設コンサルタント
371 （株）協和コンサルタンツ 持山　銀次郎 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 市外 建設コンサルタント
284 （株）極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 市外 建設コンサルタント
56 （株）技術開発コンサルタント 丸野　律志朗 福岡市中央区天神１－２－４ 市外 建設コンサルタント
83 （株）空間文化開発機構 真鍋　建男 大阪市中央区平野町１丁目８番８号 市外 建設コンサルタント
481 （株）久米設計 山田　幸夫 東京都江東区潮見２－１－２２ 市外 建設コンサルタント
490 倉測建設コンサルタント（株） 佐伯　秀政 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 市外 建設コンサルタント
400 （株）クリアス 森　一英 京都市伏見区竹田西段川原町６９番地 市外 建設コンサルタント
150 （株）クレアリア 池田　均 東京都北区豊島８－４－１ 市外 建設コンサルタント
479 グリーン・コンサルタント（株） 羽山　髙義 東京都品川区東品川３－３２－２０ 市外 建設コンサルタント
438 （株）ケー・シー・エス 天野　洋文 東京都新宿区山吹町３４７藤和江戸川橋ビル 市外 建設コンサルタント
470 （株）建設技術研究所 村田　和夫 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 市外 建設コンサルタント
11 （株）建設コンサルタントナガトモ 長友　和朗 児湯郡新富町富田東三丁目２９番地２ 市外 建設コンサルタント
53 （株）公園マネジメント研究所 小野　隆 大阪市中央区谷町２－２－２２ 市外 建設コンサルタント
302 （株）晃和コンサルタント 野尻　周男 宮崎市月見ヶ丘７丁目１４番２号 市外 建設コンサルタント
154 国際航業（株） 中原　修 東京都千代田区六番町２番地 市外 建設コンサルタント
121 （株）国土開発コンサルタント 志多　充吉 宮崎市大工３－１５５ 市外 建設コンサルタント
75 （株）国土地質調査事務所 松川　浩一 宮崎市大工３－２２１－１ 市外 建設コンサルタント
234 （株）合同事務所測量設計 鍋山　俊一 宮崎市瀬頭２丁目６番５号 市外 建設コンサルタント
273 （株）サーベイリサーチセンター 藤澤　士朗 東京都荒川区西日暮里２丁目４０－１０ 市外 建設コンサルタント
437 （株）佐藤総合計画 細田　雅春 東京都墨田区横網２－１０－１２ 市外 建設コンサルタント
166 サンコーコンサルタント（株） 跡部　俊郎 東京都江東区亀戸１丁目８番９号 市外 建設コンサルタント
399 (株)山新コンサルタント 椎葉　邦義 東臼杵郡椎葉村大字下福良１７３６－３３ 市外 建設コンサルタント
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
388 サンスイコンサルタント（株） 大久保　憲一 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３ 市外 建設コンサルタント
39 （株）三水コンサルタント 武島　一典 大阪市北区中之島６－２－４０ 市外 建設コンサルタント
24 （有）サンテル設計 福島　輝喜 福岡市博多区博多駅前三丁目３０－１　タイセイビル７階 市外 建設コンサルタント
286 (株)三祐コンサルタンツ 久野　格彦 愛知県名古屋市東区代官町３５－１６ 市外 建設コンサルタント
363 三洋テクノマリン（株） 矢治　正司 東京都中央区日本橋堀留町１－３－１７ 市外 建設コンサルタント
161 （株）島田設計コンサルタント 小西　邦明 延岡市大貫町４丁目１３３３番地３ 市外 建設コンサルタント
298 正栄技術コンサルタント（株） 國府　謙一 都城市中原町３８街区９号 市外 建設コンサルタント
281 （株）松栄都市設計事務所 松田　澄則 福岡市博多区奈良屋町１４番２０号 市外 建設コンサルタント
357 昭和（株） 本島　哲也 東京都北区上中里１－１１－８ 市外 建設コンサルタント
185 （株）昭和設計 沼田　亘 大阪府大阪市北区豊崎4丁目12番10号 市外 建設コンサルタント
231 新構造技術（株） 松村　英樹 東京都江東区亀戸１－８－７ 市外 建設コンサルタント
495 （株）新産測量設計コンサルタント 堀川　健一 東臼杵郡門川町上町１－２７ 市外 建設コンサルタント
321 （株）真和コンサルタント 村上　博美 宮崎市月見ヶ丘４丁目２４番２号 市外 建設コンサルタント
478 ジーアンドエスエンジニアリング（株） 花田　勲 福岡市博多区東比恵３－２４－９ 市外 建設コンサルタント
435 （株）醇まちづくり技術研究所 横山　朋和 福岡市中央区渡辺通２丁目８番１２号 市外 建設コンサルタント
350 （株）水環コンサルタント 西　浩一郎 宮崎市田吉３０３番地 市外 建設コンサルタント
449 （株）西部技建コンサルタント 前原　敏朗 小林市大字細野４１５８ 市外 建設コンサルタント
489 （株）綜企画設計 天草　邦明 東京都千代田区岩本町２－５－２ 市外 建設コンサルタント
4 大正測量設計（株） 川﨑　信三 福岡市南区皿山三丁目２番５６号 市外 建設コンサルタント

180 大成ジオテック（株） 横山　巖 福岡県久留米市西町１１７４－１０ 市外 建設コンサルタント
211 太陽技術コンサルタント（株） 村上　健一 延岡市松山町１１７０－１ 市外 建設コンサルタント
90 玉野総合コンサルタント（株） 関根　博道 名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 市外 建設コンサルタント
207 （株）第一テクノコンサルタンツ 塩月　隆久 延岡市出北１丁目２６番２６号 市外 建設コンサルタント
28 第一復建（株） 植田　薫 福岡市南区清水４丁目２番８号 市外 建設コンサルタント
123 （株）大建設計 平田　義秀 大阪市西区京町堀１－１３－２０ 市外 建設コンサルタント
422 （株）大進 山内　康功 鹿児島市新照院町２１－７ 市外 建設コンサルタント
9 大日本コンサルタント（株） 川神　雅秀 東京都豊島区駒込三丁目２３番１号 市外 建設コンサルタント

146 （株）ダイヤコンサルタント 浅野　忠男 東京都千代田区岩本町一丁目７番４号 市外 建設コンサルタント
92 （株）ダイワコンサルタント 厚地　学 宮崎市生目台西３－７－３ 市外 建設コンサルタント
60 （株）地域環境システム研究所 畑間　慎哉 大阪市中央区内平野町２－３－１ 市外 建設コンサルタント
436 中央開発（株） 瀨古　一郎 東京都新宿区西早稲田３－１３－５ 市外 建設コンサルタント
237 （株）中央技術コンサルタンツ 甲斐　琴子 東京都新宿区西新宿７丁目７番２９号 市外 建設コンサルタント
309 中央コンサルタンツ（株） 藤本　博史 名古屋市西区那古野二丁目１１番２３号 市外 建設コンサルタント
358 中外テクノス（株） 福馬　勝洋 広島市西区横川新町９番１２号 市外 建設コンサルタント
385 （株）長大 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蠣殻町１－２０－４ 市外 建設コンサルタント
428 (株)長大テック 南田　高志 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 市外 建設コンサルタント
145 （株）千代田コンサルタント 猪口　豪 東京都北区西ヶ原３－５７－５ 市外 建設コンサルタント
360 （株）トーニチコンサルタント 川東　光三 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 市外 建設コンサルタント
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
81 東亜建設技術（株） 平野　巖 福岡市西区西の丘一丁目７番１号 市外 建設コンサルタント
411 （株）東京建設コンサルタント 寺田　斐夫 東京都豊島区北大塚１－１５－６ 市外 建設コンサルタント
102 （株）東京設計事務所 亀田　宏 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 市外 建設コンサルタント
220 （株）東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都台東区元浅草４－９－１３ 市外 建設コンサルタント
25 （株）東畑建築事務所 香西　喜八郎 大阪市中央区高麗橋２丁目６番１０号 市外 建設コンサルタント
47 東和環境科学（株） 笹井　裕 広島市中区舟入町６番５号 市外 建設コンサルタント
313 （株）東和テクノロジー 友田　啓二郎 広島市中区広瀬北町３番１１号 市外 建設コンサルタント
147 （株）道路建設コンサルタント 久保　正一郎 千葉県千葉市中央区今井１－２３－７ 市外 建設コンサルタント
183 内外エンジニアリング(株) 池田　正 京都市南区久世中久世町１丁目１４１番地 市外 建設コンサルタント
223 中日本建設コンサルタント(株) 安藤　敏博 名古屋市中区錦一丁目８－６ 市外 建設コンサルタント
485 中日本航空（株） 國光　幹雄 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字殿釜２ 市外 建設コンサルタント
193 （株）中庭測量コンサルタント 中庭　基雄 東京都大田区大森中１－２－２６ 市外 建設コンサルタント
10 南興測量設計（株） 長嶺　一夫 宮崎市大工３丁目１０８番地 市外 建設コンサルタント
493 （株）南州コンサルタント 下堂園　一将 西臼杵郡高千穂町大字押方９５４番地 市外 建設コンサルタント
115 （株）西田技術開発コンサルタント 西田　靖 宮崎市大字田吉６１８６－５ 市外 建設コンサルタント
112 西日本技術開発（株） 村島　正康 福岡市中央区渡辺通１－１－１ 市外 建設コンサルタント
191 西日本高速道路エンジニアリング九州(株) 角　昌隆 福岡県福岡市中央区舞鶴１－２－２２ 市外 建設コンサルタント
472 西日本コンサルタント（株） 加藤　一彦 大分市大字奥田６４６－1 市外 建設コンサルタント
20 （株）日建技術コンサルタント 山口　伸明 大阪市中央区谷町６－４－３ 市外 建設コンサルタント
274 （株）日建設計 岡本　慶一 東京都千代田区飯田橋２－１８－３ 市外 建設コンサルタント
416 （株）日航コンサルタント 愛須　章友 広島県東広島市西条上市町１０番１３号 市外 建設コンサルタント
441 （株）日新技術コンサルタント 岡田　久志 東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ 市外 建設コンサルタント
37 （株）日水コン 野村　喜一 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 市外 建設コンサルタント
228 （株）日設コンサルタント 伊藤　純仁 福岡市博多区綱場町９番２８号 市外 建設コンサルタント
93 （株）日豊測量設計 鳥越　逸雄 宮崎市新別府町船戸７９１番地２ 市外 建設コンサルタント
280 日本交通技術（株） 柿沼　民夫 東京都台東区上野７－１１－１ 市外 建設コンサルタント
406 （一財）日本環境衛生センター 奥村　明雄 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０－６ 市外 建設コンサルタント
376 （株）日本環境工学設計事務所 岩脇　成彦 東京都千代田区神田神保町２－７－３ 市外 建設コンサルタント
41 一般財団法人　日本気象協会 繩野　克彦 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 市外 建設コンサルタント
283 日本工営（株） 廣瀬　典昭 東京都千代田区麹町５－４ 市外 建設コンサルタント
30 日本上下水道設計（株） 木下　哲 東京都新宿区富久町６－８ 市外 建設コンサルタント
270 日本水工設計（株） 國本　博信 東京都中央区勝どき３丁目１２番１号 市外 建設コンサルタント
19 （株）日本設計 六鹿　正治 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 市外 建設コンサルタント
171 （株）日本総合科学 近本　肥于 広島県福山市箕島町南丘３９９－４６ 市外 建設コンサルタント
340 日本測地設計（株） 松崎　由美子 東京都新宿区高田馬場３－２３－６ 市外 建設コンサルタント
78 日本地研（株） 福田　久弥 福岡市博多区諸岡５－２５－２５ 市外 建設コンサルタント
206 （株）ニュージェック 松本　正毅 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 市外 建設コンサルタント
15 （株）阪神コンサルタンツ 横田　裕 奈良市大宮町２丁目４番２５号 市外 建設コンサルタント
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
151 パシフィックコンサルタンツ（株） 長谷川　伸一 東京都多摩市関戸１－７－５ 市外 建設コンサルタント
187 （株）パスコ 目﨑　祐史 東京都目黒区東山１－１－２ 市外 建設コンサルタント
103 （株）東九州コンサルタント 小田　幸男 延岡市別府町４２０９－２ 市外 建設コンサルタント
359 ビーム計画設計（株） 赤坂　光男 岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目３０番地 市外 建設コンサルタント
149 フェニックスコンサルタント（株） 渡邊　均 宮崎市大字島之内字境田６６５２番地 市外 建設コンサルタント
451 福岡都市技術（株） 中平　明憲 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 市外 建設コンサルタント
18 （有）福島測量設計調査事務所 福島　俊 西都市聖陵町二丁目２５番地 市外 建設コンサルタント
226 （株）福山コンサルタント 山本　洋一 福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 市外 建設コンサルタント
141 （株）双葉工務店 難波江　満 延岡市永池町１－４－１４ 市外 建設コンサルタント
271 復建調査設計（株） 小田　秀樹 広島市東区光町２丁目１０番１１号 市外 建設コンサルタント
212 冨洋設計（株） 武部　茂 東京都中央区日本橋浜町２－３０－１ 市外 建設コンサルタント
77 （株）文化財保存計画協会 矢野　和之 東京都千代田区一ツ橋２丁目５番５号 市外 建設コンサルタント
482 （株）プレック研究所 杉尾　邦江 東京都千代田区麹町３－７－６ 市外 建設コンサルタント
45 （株）埋蔵文化財サポートシステム 川谷　昭彦 佐賀市新中町１－７ 市外 建設コンサルタント
195 （株）水野建設コンサルタント 松崎　正春 熊本市東区小峯２丁目６番２６号 市外 建設コンサルタント
443 三井共同建設コンサルタント（株） 廣畑　彰一 東京都新宿区高田馬場１－４－１５ 市外 建設コンサルタント
312 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 水野　俊秀 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号 市外 建設コンサルタント
108 （株）南九州都市開発研究事務所 西川　國雄 都城市前田町１５街区６ 市外 建設コンサルタント
232 南日本総合コンサルタント（株） 川野　一哉 都城市志比田町５９１２番地２ 市外 建設コンサルタント
353 （株）都城技建コンサルタント 田上　尚穂 都城市中原町６街区７号 市外 建設コンサルタント
6 (社)宮崎県治山林道協会 黒木　定藏 宮崎市宮田町１０番２８号 市外 建設コンサルタント

118 （株）宮崎産業開発 右松　芳明 宮崎市大橋３丁目２２５番地 市外 建設コンサルタント
260 （株）宮崎水道コンサルタント 徳見　孝 宮崎市大塚町池ノ内１１２７番地４８ 市外 建設コンサルタント
446 （株）メイケン 宮田　浩一 神戸市東灘区深江本町３－５－２５ 市外 建設コンサルタント
131 モール地研(株) 菊池　藤夫 宮崎県延岡市浜砂２丁目９番２６号 市外 建設コンサルタント
57 （株）森緑地設計事務所 藤内　誠一 東京都港区東麻布１－４－３ 市外 建設コンサルタント
215 八千代エンジニヤリング（株） 花岡　憲男 東京都新宿区西落合２－１８－１２ 市外 建設コンサルタント
413 （株）山下設計 田中　孝典 東京都中央区日本橋小網町６－１ 市外 建設コンサルタント
48 （株）よかネット 山田　龍雄 福岡市博多区中洲中島町３－８ 市外 建設コンサルタント
354 （株）四航コンサルタント 一地　良一 香川県高松市上福岡町２０５７番地６ 市外 建設コンサルタント
1 ライト工業（株） 入江　保美 東京都千代田区九段北４－２－３５ 市外 建設コンサルタント

342 ランドブレイン（株） 吉武　祐一 東京都千代田区平河町１－２－１０ 市外 建設コンサルタント
209 （株）ロードリバーコンサルタント 佐藤　秀夫 宮崎市霧島二丁目１６２番地２ 市外 建設コンサルタント
520 （株）ＮＮＣエンジニアリング 青柳　良孝 新潟県長岡市寺宝町１３０－１ 市外 建設コンサルタント
536 国土防災技術（株） 柳内　克行 東京都港区虎ノ門3丁目18番5号 市外 建設コンサルタント
513 ＪＲ九州コンサルタンツ（株） 吉岡　利春 福岡市博多区博多駅東１－１－１４ 市外 建設コンサルタント
573 （株）白浜測量設計 白浜　隆寛 宮崎市城ヶ崎2-6-3 市外 建設コンサルタント
569 （株）親協 新城　精一 宮崎市大字浮田1396番地1 市外 建設コンサルタント
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
508 西部環境調査（株） 山口　優親 長崎県佐世保市三川内新町26番1 市外 建設コンサルタント
563 セントラルコンサルタント（株） 馬場　直俊 東京都中央区入船1丁目4番10号 市外 建設コンサルタント
561 （株）総合開発工業 坂東　昭男 宮崎市大淀1丁目2番19号 市外 建設コンサルタント
579 大和探査技術（株） 長谷川　俊彦 東京都江東区古石場2-2-11 市外 建設コンサルタント
559 （株）中桐造園設計研究所 中桐　省三 福岡市南区多賀1-12-26 市外 建設コンサルタント
507 フコク電興（株） 中島　建司 福岡県福岡市博多区山王1-15-8 市外 建設コンサルタント
543 フジ地中情報（株） 田村　典行 東京都港区海岸3-20-20 市外 建設コンサルタント
516 明大工業（株） 藤本　修司 大分県別府市船小路町３番４３号 市外 建設コンサルタント
528 （株）メック宮崎 川崎　幸一郎 宮崎市大塚町池ノ内１２０５番地 市外 建設コンサルタント
152 （株）アップス 山下　昭良 日向市大字財光寺３７７番地１ 市内 補償コンサルタント
12 （株）ケイディエム 児玉　勇人 日向市中堀町３丁目１１９番地 市内 補償コンサルタント
241 （有）光地社 尾前　裕治 日向市曽根町２－１０５ 市内 補償コンサルタント
176 （株）創建 安藤　幸市 日向市大字塩見１５２３２番地１ 市内 補償コンサルタント
349 （有）田中測量設計 田中　隆幸 日向市鶴町３丁目３番８号 市内 補償コンサルタント
114 日向測量設計（株） 黒木　繁盛 日向市新生町１丁目７２番地 市内 補償コンサルタント
137 （株）ミヤキョウ 那須　信文 日向市東郷町山陰乙４８番地 市内 補償コンサルタント
159 （有）ライト調査設計 池田　寿人 日向市東郷町山陰辛３７４－４ 市内 補償コンサルタント
153 旭調査設計（株） 佐野　三郎 東京都練馬区中村北１－１－４ 準市内 補償コンサルタント
307 (株)九研綜合コンサルタント 星原　英樹 都城市太郎坊町６０７３番地１ 準市内 補償コンサルタント
130 （株）コスモエンジニアリング 大村　道夫 宮崎県都城市都北町５５１１番地４ 準市内 補償コンサルタント
306 平成都市技研（株） 幸森　康夫 所沢市東住吉８番６号 準市内 補償コンサルタント
483 アース建設コンサルタント（株） 濱村　哲之進 宮崎市出来島町２９－７ 市外 補償コンサルタント
95 朝日航洋（株） 立野　良太郎 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 市外 補償コンサルタント
64 （株）旭総合コンサルタント 鬼束　一朗 都城市安久町６３３８番地５ 市外 補償コンサルタント
122 アジア航測（株） 大槻　幸一郎 東京都新宿区西新宿６－１４－１新宿グリーンタワービル 市外 補償コンサルタント
167 （株）池辺不動産鑑定事務所 池辺　孝一 宮崎市宮田町１１－３２　正力ビル４０１ 市外 補償コンサルタント
420 （株）一瀬総合補償 有村　文明 都城市早鈴町２街区８号 市外 補償コンサルタント
431 いであ（株） 小島　伸一 東京都世田谷区駒沢３－１５－１ 市外 補償コンサルタント
475 （株）イビソク 森　重幸 岐阜県大垣市築捨町３丁目１０２番地 市外 補償コンサルタント
135 （株）今村鑑定補償 出水　昌文 都城市前田町１５街区１０の２号 市外 補償コンサルタント
341 （株）岩切設計 岩切　拓也 宮崎市鶴島１－５－２８ 市外 補償コンサルタント
331 （株）ウエスコ 山地　　弘 岡山市北区島田本町２－５－３５ 市外 補償コンサルタント
336 （株）エースコンサルタント 粟生山　仁志 延岡市緑ヶ丘５丁目３番１６号 市外 補償コンサルタント
33 （株）エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１ 市外 補償コンサルタント
190 ＮＴＣコンサルタンツ(株) 大村　仁 愛知県名古屋市中区千代田２－１６－１０ 市外 補償コンサルタント
294 （株）オークスコンサルタント 坂梨　吉雄 熊本市石原３－９－５ 市外 補償コンサルタント
304 扇精光（株） 扇　健二 長崎市出来大工町３６ 市外 補償コンサルタント
382 （株）オオバ 大場　明憲 東京都目黒区青葉台４－４－１２－１０１ 市外 補償コンサルタント
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
383 （株）オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 市外 補償コンサルタント
492 （株）海洋計画 緒方　一 宮崎市大塚町乱橋４５６４番地２ 市外 補償コンサルタント
235 （株）カワノ不動産鑑定事務所 河野　純一 宮崎市瀬頭２－３－４　カワノ鑑定ビル 市外 補償コンサルタント
402 (株)川道設計コンサルタント 松本　尚光 宮崎市祗園３－４８ 市外 補償コンサルタント
136 （株）鑑定ソリュート宮崎 古清水　賢一 宮崎市大工３－２４４ 市外 補償コンサルタント
497 キタイ設計（株） 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 市外 補償コンサルタント
330 （株）九州開発エンジニヤリング 原田　卓 熊本市東区錦ヶ丘３３番１７号 市外 補償コンサルタント
73 九州建設コンサルタント（株） 今山　清 大分市大字曲９３６番地１ 市外 補償コンサルタント
292 九州工営（株） 吉田　一路 宮崎市大工２丁目１１７番 市外 補償コンサルタント
156 （株）九州土木設計コンサルタント 亀井　慎也 宮崎市大字芳士３７０１番地５９ 市外 補償コンサルタント
157 （株）共同技術コンサルタント 川添　安史 宮崎市大島町山田ヶ窪１９２６番地１ 市外 補償コンサルタント
56 （株）技術開発コンサルタント 丸野　律志朗 福岡市中央区天神１－２－４ 市外 補償コンサルタント
490 倉測建設コンサルタント（株） 佐伯　秀政 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 市外 補償コンサルタント
326 （株）黒木総合鑑定 黒木　勇人 宮崎市松橋１丁目５番２７号 市外 補償コンサルタント
11 （株）建設コンサルタントナガトモ 長友　和朗 児湯郡新富町富田東三丁目２９番地２ 市外 補償コンサルタント
87 （株）孝栄設計コンサルタント 川崎　孝志 福岡市南区井尻１－３６－２０ 市外 補償コンサルタント
302 （株）晃和コンサルタント 野尻　周男 宮崎市月見ヶ丘７丁目１４番２号 市外 補償コンサルタント
121 （株）国土開発コンサルタント 志多　充吉 宮崎市大工３－１５５ 市外 補償コンサルタント
234 （株）合同事務所測量設計 鍋山　俊一 宮崎市瀬頭２丁目６番５号 市外 補償コンサルタント
219 （有）西郷測量コンサルタント 橋口　修 東臼杵郡美郷町西郷区田代５４０番地 市外 補償コンサルタント
100 （有）西都測量設計事務所 池田　時弘 西都市聖陵町１－４９ 市外 補償コンサルタント
166 サンコーコンサルタント（株） 跡部　俊郎 東京都江東区亀戸１丁目８番９号 市外 補償コンサルタント
399 (株)山新コンサルタント 椎葉　邦義 東臼杵郡椎葉村大字下福良１７３６－３３ 市外 補償コンサルタント
388 サンスイコンサルタント（株） 大久保　憲一 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３ 市外 補償コンサルタント
286 (株)三祐コンサルタンツ 久野　格彦 愛知県名古屋市東区代官町３５－１６ 市外 補償コンサルタント
161 （株）島田設計コンサルタント 小西　邦明 延岡市大貫町４丁目１３３３番地３ 市外 補償コンサルタント
133 （有）島田総合コンサルタント 島田　正春 宮崎市大字本郷南方２６３１番地 市外 補償コンサルタント
298 正栄技術コンサルタント（株） 國府　謙一 都城市中原町３８街区９号 市外 補償コンサルタント
357 昭和（株） 本島　哲也 東京都北区上中里１－１１－８ 市外 補償コンサルタント
495 （株）新産測量設計コンサルタント 堀川　健一 東臼杵郡門川町上町１－２７ 市外 補償コンサルタント
272 (有)新城設計企画室 出口　康一 宮崎市吉村町寺ノ下甲２２８４番地２ 市外 補償コンサルタント
409 （株）新和コンサルタント 新原　裕介 福岡県太宰府市水城２－１８－３７ 市外 補償コンサルタント
321 （株）真和コンサルタント 村上　博美 宮崎市月見ヶ丘４丁目２４番２号 市外 補償コンサルタント
449 （株）西部技建コンサルタント 前原　敏朗 小林市大字細野４１５８ 市外 補償コンサルタント
4 大正測量設計（株） 川﨑　信三 福岡市南区皿山三丁目２番５６号 市外 補償コンサルタント

180 大成ジオテック（株） 横山　巖 福岡県久留米市西町１１７４－１０ 市外 補償コンサルタント
211 太陽技術コンサルタント（株） 村上　健一 延岡市松山町１１７０－１ 市外 補償コンサルタント
90 玉野総合コンサルタント（株） 関根　博道 名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 市外 補償コンサルタント
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
207 （株）第一テクノコンサルタンツ 塩月　隆久 延岡市出北１丁目２６番２６号 市外 補償コンサルタント
28 第一復建（株） 植田　薫 福岡市南区清水４丁目２番８号 市外 補償コンサルタント
422 （株）大進 山内　康功 鹿児島市新照院町２１－７ 市外 補償コンサルタント
146 （株）ダイヤコンサルタント 浅野　忠男 東京都千代田区岩本町一丁目７番４号 市外 補償コンサルタント
309 中央コンサルタンツ（株） 藤本　博史 名古屋市西区那古野二丁目１１番２３号 市外 補償コンサルタント
145 （株）千代田コンサルタント 猪口　豪 東京都北区西ヶ原３－５７－５ 市外 補償コンサルタント
81 東亜建設技術（株） 平野　巖 福岡市西区西の丘一丁目７番１号 市外 補償コンサルタント
480 東洋コンサルタント（株） 吉郷　高治 福岡県朝倉郡筑前町松延７９６－３７ 市外 補償コンサルタント
47 東和環境科学（株） 笹井　裕 広島市中区舟入町６番５号 市外 補償コンサルタント
364 （株）都市総合開発研究所 川本　翰治 都城市栄町２４号２番 市外 補償コンサルタント
109 （株）都市総合鑑定所 斉藤　晃一 宮崎市橘通東１丁目４番７号 市外 補償コンサルタント
183 内外エンジニアリング(株) 池田　正 京都市南区久世中久世町１丁目１４１番地 市外 補償コンサルタント
120 （株）中神不動産鑑定所 菅野　道雅 宮崎市霧島２－２６１ 市外 補償コンサルタント
223 中日本建設コンサルタント(株) 安藤　敏博 名古屋市中区錦一丁目８－６ 市外 補償コンサルタント
193 （株）中庭測量コンサルタント 中庭　基雄 東京都大田区大森中１－２－２６ 市外 補償コンサルタント
287 （株）長友総研 長友　岳夫 宮崎市旭２－１－５ 市外 補償コンサルタント
10 南興測量設計（株） 長嶺　一夫 宮崎市大工３丁目１０８番地 市外 補償コンサルタント
493 （株）南州コンサルタント 下堂園　一将 西臼杵郡高千穂町大字押方９５４番地 市外 補償コンサルタント
236 （株）南都技研 多田　佳充 宮崎市祇園２－８－１ 市外 補償コンサルタント
115 （株）西田技術開発コンサルタント 西田　靖 宮崎市大字田吉６１８６－５ 市外 補償コンサルタント
472 西日本コンサルタント（株） 加藤　一彦 大分市大字奥田６４６－1 市外 補償コンサルタント
416 （株）日航コンサルタント 愛須　章友 広島県東広島市西条上市町１０番１３号 市外 補償コンサルタント
93 （株）日豊測量設計 鳥越　逸雄 宮崎市新別府町船戸７９１番地２ 市外 補償コンサルタント
283 日本工営（株） 廣瀬　典昭 東京都千代田区麹町５－４ 市外 補償コンサルタント
30 日本上下水道設計（株） 木下　哲 東京都新宿区富久町６－８ 市外 補償コンサルタント
340 日本測地設計（株） 松崎　由美子 東京都新宿区高田馬場３－２３－６ 市外 補償コンサルタント
222 一般財団法人　日本不動産研究所 五十嵐　健之 東京都港区虎ノ門１－３－２ 市外 補償コンサルタント
206 （株）ニュージェック 松本　正毅 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 市外 補償コンサルタント
199 （株）林不動産鑑定所 林　和夫 延岡市本町２－３－８ 市外 補償コンサルタント
15 （株）阪神コンサルタンツ 横田　裕 奈良市大宮町２丁目４番２５号 市外 補償コンサルタント
187 （株）パスコ 目﨑　祐史 東京都目黒区東山１－１－２ 市外 補償コンサルタント
103 （株）東九州コンサルタント 小田　幸男 延岡市別府町４２０９－２ 市外 補償コンサルタント
149 フェニックスコンサルタント（株） 渡邊　均 宮崎市大字島之内字境田６６５２番地 市外 補償コンサルタント
451 福岡都市技術（株） 中平　明憲 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 市外 補償コンサルタント
18 （有）福島測量設計調査事務所 福島　俊 西都市聖陵町二丁目２５番地 市外 補償コンサルタント
271 復建調査設計（株） 小田　秀樹 広島市東区光町２丁目１０番１１号 市外 補償コンサルタント
324 （株）別当設計 別当　幸宣 宮崎市恒久３－３０－１１ 市外 補償コンサルタント
254 （株）松本設計 松本　淳子 宮崎市祇園三丁目４９番地 市外 補償コンサルタント
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
195 （株）水野建設コンサルタント 松崎　正春 熊本市東区小峯２丁目６番２６号 市外 補償コンサルタント
443 三井共同建設コンサルタント（株） 廣畑　彰一 東京都新宿区高田馬場１－４－１５ 市外 補償コンサルタント
108 （株）南九州都市開発研究事務所 西川　國雄 都城市前田町１５街区６ 市外 補償コンサルタント
232 南日本総合コンサルタント（株） 川野　一哉 都城市志比田町５９１２番地２ 市外 補償コンサルタント
353 （株）都城技建コンサルタント 田上　尚穂 都城市中原町６街区７号 市外 補償コンサルタント
186 （社）宮崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 土屋　洋二 宮崎市旭２丁目２番２号 市外 補償コンサルタント
118 （株）宮崎産業開発 右松　芳明 宮崎市大橋３丁目２２５番地 市外 補償コンサルタント
221 (株)宮崎中央鑑定所 山口　英之 宮崎市旭１丁目７－１５ 市外 補償コンサルタント
460 （有）横山建築事務所 横山　隆二 宮崎市大字本郷北方４４４２番地５ 市外 補償コンサルタント
354 （株）四航コンサルタント 一地　良一 香川県高松市上福岡町２０５７番地６ 市外 補償コンサルタント
209 （株）ロードリバーコンサルタント 佐藤　秀夫 宮崎市霧島二丁目１６２番地２ 市外 補償コンサルタント
536 国土防災技術（株） 柳内　克行 東京都港区虎ノ門3丁目18番5号 市外 補償コンサルタント
573 （株）白浜測量設計 白浜　隆寛 宮崎市城ヶ崎2-6-3 市外 補償コンサルタント
519 （株）南九州技研 上村　正二 宮崎市大字芳士９８５－１ 市外 補償コンサルタント
12 （株）ケイディエム 児玉　勇人 日向市中堀町３丁目１１９番地 市内 地質調査
3 日向地質（有） 渡部　順一 日向市大字日知屋１６７５１番地 市内 地質調査

307 (株)九研綜合コンサルタント 星原　英樹 都城市太郎坊町６０７３番地１ 準市内 地質調査
130 （株）コスモエンジニアリング 大村　道夫 宮崎県都城市都北町５５１１番地４ 準市内 地質調査
198 （株）ニチボー 山岡　正基 福岡市博多区板付４丁目７番２８号 準市内 地質調査
122 アジア航測（株） 大槻　幸一郎 東京都新宿区西新宿６－１４－１新宿グリーンタワービル 市外 地質調査
433 （株）アスコ 番上　正人 大阪市西区江之子島１丁目１０番１号 市外 地質調査
431 いであ（株） 小島　伸一 東京都世田谷区駒沢３－１５－１ 市外 地質調査
331 （株）ウエスコ 山地　　弘 岡山市北区島田本町２－５－３５ 市外 地質調査
336 （株）エースコンサルタント 粟生山　仁志 延岡市緑ヶ丘５丁目３番１６号 市外 地質調査
33 （株）エイト日本技術開発 小谷　裕司 岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１ 市外 地質調査
190 ＮＴＣコンサルタンツ(株) 大村　仁 愛知県名古屋市中区千代田２－１６－１０ 市外 地質調査
294 （株）オークスコンサルタント 坂梨　吉雄 熊本市石原３－９－５ 市外 地質調査
204 応用地質（株） 成田　賢 東京都千代田区九段北４－２－６ 市外 地質調査
382 （株）オオバ 大場　明憲 東京都目黒区青葉台４－４－１２－１０１ 市外 地質調査
383 （株）オリエンタルコンサルタンツ 野崎　秀則 東京都渋谷区本町３－１２－１ 市外 地質調査
36 オリジナル設計（株） 菅　伸彦 東京都渋谷区元代々木町３０－１３ 市外 地質調査
98 基礎地盤コンサルタンツ（株） 小林　精二 東京都江東区亀戸１－５－７ 市外 地質調査
497 キタイ設計（株） 梶　雅弘 滋賀県近江八幡市安土町上豊浦１０３０番地 市外 地質調査
73 九州建設コンサルタント（株） 今山　清 大分市大字曲９３６番地１ 市外 地質調査
292 九州工営（株） 吉田　一路 宮崎市大工２丁目１１７番 市外 地質調査
299 九州電技開発（株） 友延　信幸 福岡市中央区清川二丁目１３番６号 市外 地質調査
156 （株）九州土木設計コンサルタント 亀井　慎也 宮崎市大字芳士３７０１番地５９ 市外 地質調査
440 （株）九大地質コンサルタント 川邊　信也 鹿児島市田上６－２－３８ 市外 地質調査
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
255 （有）共同技研 佐藤　弘幸 延岡市古川町５５４－７ 市外 地質調査
157 （株）共同技術コンサルタント 川添　安史 宮崎市大島町山田ヶ窪１９２６番地１ 市外 地質調査
125 (株)橋梁コンサルタント 徳渕　祐三 東京都豊島区高田３－１４－２９ 市外 地質調査
371 （株）協和コンサルタンツ 持山　銀次郎 東京都渋谷区笹塚１－６２－１１ 市外 地質調査
284 （株）極東技工コンサルタント 村岡　基 大阪府吹田市南金田２丁目３番２６号 市外 地質調査
56 （株）技術開発コンサルタント 丸野　律志朗 福岡市中央区天神１－２－４ 市外 地質調査
490 倉測建設コンサルタント（株） 佐伯　秀政 岡山県倉敷市新田２５２７－６ 市外 地質調査
400 （株）クリアス 森　一英 京都市伏見区竹田西段川原町６９番地 市外 地質調査
150 （株）クレアリア 池田　均 東京都北区豊島８－４－１ 市外 地質調査
470 （株）建設技術研究所 村田　和夫 東京都中央区日本橋浜町３－２１－１ 市外 地質調査
302 （株）晃和コンサルタント 野尻　周男 宮崎市月見ヶ丘７丁目１４番２号 市外 地質調査
154 国際航業（株） 中原　修 東京都千代田区六番町２番地 市外 地質調査
121 （株）国土開発コンサルタント 志多　充吉 宮崎市大工３－１５５ 市外 地質調査
75 （株）国土地質調査事務所 松川　浩一 宮崎市大工３－２２１－１ 市外 地質調査
166 サンコーコンサルタント（株） 跡部　俊郎 東京都江東区亀戸１丁目８番９号 市外 地質調査
388 サンスイコンサルタント（株） 大久保　憲一 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２３ 市外 地質調査
286 (株)三祐コンサルタンツ 久野　格彦 愛知県名古屋市東区代官町３５－１６ 市外 地質調査
363 三洋テクノマリン（株） 矢治　正司 東京都中央区日本橋堀留町１－３－１７ 市外 地質調査
161 （株）島田設計コンサルタント 小西　邦明 延岡市大貫町４丁目１３３３番地３ 市外 地質調査
478 ジーアンドエスエンジニアリング（株） 花田　勲 福岡市博多区東比恵３－２４－９ 市外 地質調査
345 （株）ジオプラン 小畠　淳二 宮崎市大字芳士３７０１－５９ 市外 地質調査
449 （株）西部技建コンサルタント 前原　敏朗 小林市大字細野４１５８ 市外 地質調査
180 大成ジオテック（株） 横山　巖 福岡県久留米市西町１１７４－１０ 市外 地質調査
211 太陽技術コンサルタント（株） 村上　健一 延岡市松山町１１７０－１ 市外 地質調査
90 玉野総合コンサルタント（株） 関根　博道 名古屋市東区東桜二丁目１７番１４号 市外 地質調査
28 第一復建（株） 植田　薫 福岡市南区清水４丁目２番８号 市外 地質調査
422 （株）大進 山内　康功 鹿児島市新照院町２１－７ 市外 地質調査
9 大日本コンサルタント（株） 川神　雅秀 東京都豊島区駒込三丁目２３番１号 市外 地質調査

146 （株）ダイヤコンサルタント 浅野　忠男 東京都千代田区岩本町一丁目７番４号 市外 地質調査
436 中央開発（株） 瀨古　一郎 東京都新宿区西早稲田３－１３－５ 市外 地質調査
237 （株）中央技術コンサルタンツ 甲斐　琴子 東京都新宿区西新宿７丁目７番２９号 市外 地質調査
309 中央コンサルタンツ（株） 藤本　博史 名古屋市西区那古野二丁目１１番２３号 市外 地質調査
385 （株）長大 永冶　泰司 東京都中央区日本橋蠣殻町１－２０－４ 市外 地質調査
145 （株）千代田コンサルタント 猪口　豪 東京都北区西ヶ原３－５７－５ 市外 地質調査
360 （株）トーニチコンサルタント 川東　光三 東京都渋谷区本町１丁目１３番３号 市外 地質調査
411 （株）東京建設コンサルタント 寺田　斐夫 東京都豊島区北大塚１－１５－６ 市外 地質調査
102 （株）東京設計事務所 亀田　宏 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号　霞が関東急ビル 市外 地質調査
220 （株）東光コンサルタンツ 堀　尚義 東京都台東区元浅草４－９－１３ 市外 地質調査
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
313 （株）東和テクノロジー 友田　啓二郎 広島市中区広瀬北町３番１１号 市外 地質調査
16 特殊ボーリング工業（株） 遠矢　雄二郎 都城市高城町石山３４４０番地１ 市外 地質調査
147 （株）道路建設コンサルタント 久保　正一郎 千葉県千葉市中央区今井１－２３－７ 市外 地質調査
183 内外エンジニアリング(株) 池田　正 京都市南区久世中久世町１丁目１４１番地 市外 地質調査
223 中日本建設コンサルタント(株) 安藤　敏博 名古屋市中区錦一丁目８－６ 市外 地質調査
417 （株）南洲基礎地質コンサルタント 猪俣　満治 都城市庄内町１２７６７－２ 市外 地質調査
112 西日本技術開発（株） 村島　正康 福岡市中央区渡辺通１－１－１ 市外 地質調査
20 （株）日建技術コンサルタント 山口　伸明 大阪市中央区谷町６－４－３ 市外 地質調査
416 （株）日航コンサルタント 愛須　章友 広島県東広島市西条上市町１０番１３号 市外 地質調査
441 （株）日新技術コンサルタント 岡田　久志 東京都中央区日本橋堀留町１－５－７ 市外 地質調査
37 （株）日水コン 野村　喜一 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 市外 地質調査
228 （株）日設コンサルタント 伊藤　純仁 福岡市博多区綱場町９番２８号 市外 地質調査
280 日本交通技術（株） 柿沼　民夫 東京都台東区上野７－１１－１ 市外 地質調査
283 日本工営（株） 廣瀬　典昭 東京都千代田区麹町５－４ 市外 地質調査
30 日本上下水道設計（株） 木下　哲 東京都新宿区富久町６－８ 市外 地質調査
270 日本水工設計（株） 國本　博信 東京都中央区勝どき３丁目１２番１号 市外 地質調査
171 （株）日本総合科学 近本　肥于 広島県福山市箕島町南丘３９９－４６ 市外 地質調査
78 日本地研（株） 福田　久弥 福岡市博多区諸岡５－２５－２５ 市外 地質調査
206 （株）ニュージェック 松本　正毅 大阪市北区本庄東二丁目３番２０号 市外 地質調査
15 （株）阪神コンサルタンツ 横田　裕 奈良市大宮町２丁目４番２５号 市外 地質調査
151 パシフィックコンサルタンツ（株） 長谷川　伸一 東京都多摩市関戸１－７－５ 市外 地質調査
187 （株）パスコ 目﨑　祐史 東京都目黒区東山１－１－２ 市外 地質調査
103 （株）東九州コンサルタント 小田　幸男 延岡市別府町４２０９－２ 市外 地質調査
149 フェニックスコンサルタント（株） 渡邊　均 宮崎市大字島之内字境田６６５２番地 市外 地質調査
226 （株）福山コンサルタント 山本　洋一 福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 市外 地質調査
263 富士工業(株) 河野　武弘 宮崎市小戸町６９番地１ 市外 地質調査
141 （株）双葉工務店 難波江　満 延岡市永池町１－４－１４ 市外 地質調査
271 復建調査設計（株） 小田　秀樹 広島市東区光町２丁目１０番１１号 市外 地質調査
162 圓井特殊工業（有） 金野尾　司 宮崎市田代町２８－２ 市外 地質調査
443 三井共同建設コンサルタント（株） 廣畑　彰一 東京都新宿区高田馬場１－４－１５ 市外 地質調査
353 （株）都城技建コンサルタント 田上　尚穂 都城市中原町６街区７号 市外 地質調査
118 （株）宮崎産業開発 右松　芳明 宮崎市大橋３丁目２２５番地 市外 地質調査
446 （株）メイケン 宮田　浩一 神戸市東灘区深江本町３－５－２５ 市外 地質調査
131 モール地研(株) 菊池　藤夫 宮崎県延岡市浜砂２丁目９番２６号 市外 地質調査
215 八千代エンジニヤリング（株） 花岡　憲男 東京都新宿区西落合２－１８－１２ 市外 地質調査
1 ライト工業（株） 入江　保美 東京都千代田区九段北４－２－３５ 市外 地質調査

520 （株）ＮＮＣエンジニアリング 青柳　良孝 新潟県長岡市寺宝町１３０－１ 市外 地質調査
536 国土防災技術（株） 柳内　克行 東京都港区虎ノ門3丁目18番5号 市外 地質調査
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
513 ＪＲ九州コンサルタンツ（株） 吉岡　利春 福岡市博多区博多駅東１－１－１４ 市外 地質調査
569 （株）親協 新城　精一 宮崎市大字浮田1396番地1 市外 地質調査
563 セントラルコンサルタント（株） 馬場　直俊 東京都中央区入船1丁目4番10号 市外 地質調査
561 （株）総合開発工業 坂東　昭男 宮崎市大淀1丁目2番19号 市外 地質調査
579 大和探査技術（株） 長谷川　俊彦 東京都江東区古石場2-2-11 市外 地質調査
516 明大工業（株） 藤本　修司 大分県別府市船小路町３番４３号 市外 地質調査
528 （株）メック宮崎 川崎　幸一郎 宮崎市大塚町池ノ内１２０５番地 市外 地質調査
95 朝日航洋（株） 立野　良太郎 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 市外 不動産鑑定
64 （株）旭総合コンサルタント 鬼束　一朗 都城市安久町６３３８番地５ 市外 不動産鑑定
99 （株）池上総合鑑定 池上　成満 延岡市日の出町２丁目１２番地９ 市外 不動産鑑定
167 （株）池辺不動産鑑定事務所 池辺　孝一 宮崎市宮田町１１－３２　正力ビル４０１ 市外 不動産鑑定
135 （株）今村鑑定補償 出水　昌文 都城市前田町１５街区１０の２号 市外 不動産鑑定
233 (株)カミムラ総合鑑定 上村　哲生 宮崎市鶴島３丁目９１番地３ 市外 不動産鑑定
235 （株）カワノ不動産鑑定事務所 河野　純一 宮崎市瀬頭２－３－４　カワノ鑑定ビル 市外 不動産鑑定
136 （株）鑑定ソリュート宮崎 古清水　賢一 宮崎市大工３－２４４ 市外 不動産鑑定
326 （株）黒木総合鑑定 黒木　勇人 宮崎市松橋１丁目５番２７号 市外 不動産鑑定
87 （株）孝栄設計コンサルタント 川崎　孝志 福岡市南区井尻１－３６－２０ 市外 不動産鑑定
117 (株)さくら綜合鑑定所 上村　芳朗 宮崎市旭１－１－１１ 市外 不動産鑑定
109 （株）都市総合鑑定所 斉藤　晃一 宮崎市橘通東１丁目４番７号 市外 不動産鑑定
120 （株）中神不動産鑑定所 菅野　道雅 宮崎市霧島２－２６１ 市外 不動産鑑定
287 （株）長友総研 長友　岳夫 宮崎市旭２－１－５ 市外 不動産鑑定
222 一般財団法人　日本不動産研究所 五十嵐　健之 東京都港区虎ノ門１－３－２ 市外 不動産鑑定
199 （株）林不動産鑑定所 林　和夫 延岡市本町２－３－８ 市外 不動産鑑定
221 (株)宮崎中央鑑定所 山口　英之 宮崎市旭１丁目７－１５ 市外 不動産鑑定
368 （株）矢野不動産鑑定事務所 矢野　鴻次 宮崎市旭１－７－１　エスポワール宮崎県庁通り３０１号 市外 不動産鑑定
527 （有）宇田ビル鑑定 宇田　順三郎 宮崎市広島１丁目１２番１７号 市外 不動産鑑定
205 （株）日本衛生公社宮崎 菊池　光信 宮崎市船塚２丁目１－１ 準市内 警備
291 （株）ＮＰＫ 児玉　和博 宮崎市柳丸町８５番 市外 警備
94 企業警備保障（株） 鈴木　貞男 宮崎市青葉町６２番地 市外 警備
319 （株）セキュリティロード 齊藤　文治 宮崎市祇園３丁目１７９番地 市外 警備
264 セコム宮崎（株） 木田　公一 宮崎市南花ヶ島町３４－５ 市外 警備
328 第一ビル管理（株） 柴田　博文 宮崎市吉村町大町甲１９９０番地 市外 警備
439 つやげん九州（株） 小田　浩司 都城市宮丸町３０４８－１ 市外 警備
218 （株）文化コーポレーション 齊藤　幹生 宮崎市生目台西３丁目４番地２ 市外 警備
265 南日本警備保障（株） 黒木　賢一郎 宮崎市太田４丁目４番１３号 市外 警備
398 宮崎綜合警備（株） 齊藤　幹生 宮崎市生目台西３－４－２ 市外 警備
13 宮崎総合ビル管理（株） 冨永　正洋 宮崎市村角町長山２８３５－５ 市外 警備
91 （有）クリーン日向 鈴木　正一郎 日向市大字富高字荒平５９６１番地１ 市内 清掃
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
293 日向環境（株） 細川　秀則 日向市大字平岩３９８７番地２８ 市内 清掃
23 耳川広域森林組合 甲斐　若佐 日向市東郷町山陰辛２８０番地１ 市内 清掃
458 （株）やまかわ興産 河野　利久 日向市大字細島６６７－１２ 市内 清掃
469 リースキン東九州 三浦　一幸 日向市大字富高７１４７－１１３ 市内 清掃
541 富島清掃企業組合 甲斐　勝康 日向市永江町2丁目113番地 市内 清掃
557 （有）別府金物店 別府　嘉郎 日向市大字日知屋7624番地1 市内 清掃
205 （株）日本衛生公社宮崎 菊池　光信 宮崎市船塚２丁目１－１ 準市内 清掃
459 （有）Ｉ・Ｃ・Ｍコーポレーション 増田　哲男 宮崎市佐土原町下田島２０１１３－１９ 市外 清掃
239 （株）栄建工業 湯浅　秀文 宮崎市大工三丁目８９番地１ 市外 清掃
464 （有）エコ・クリーンアイランド 島田　剛夫 延岡市大貫町４－１３３２ 市外 清掃
249 （株）環境開発 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６丁目６番３６号 市外 清掃
127 （株）環境未来恒産 石川　武則 宮崎市日の出町２２６番地 市外 清掃
444 （株）サニタリー 池本　宗隆 鹿児島県鹿児島市東谷山５－２０－１１ 市外 清掃
414 （株）三洋環境社プランナー 檜垣　徳仁 宮崎市池内町榎迫５０３－２ 市外 清掃
361 （有）親設産業 中村　弘良 宮崎市恒久５－９－２　１Ｆ 市外 清掃
328 第一ビル管理（株） 柴田　博文 宮崎市吉村町大町甲１９９０番地 市外 清掃
158 第一ビル工事(株) 永友　勝喜 宮崎市吉村町寺ノ下甲２３０６番地１ 市外 清掃
105 （有）第一防虫センター 川崎　益央 宮崎市丸山１丁目９９番２ 市外 清掃
104 （有）大建工業 小田　民子 延岡市別府町４２０９－２ 市外 清掃
173 （有）都農浄化槽管理センター 森　栄一郎 児湯郡都農町大字川北５７１４番地５３ 市外 清掃
439 つやげん九州（株） 小田　浩司 都城市宮丸町３０４８－１ 市外 清掃
257 （株）中野管理 泉　ヨシ子 宮崎市吉村町江田原甲２２０番地３ 市外 清掃
348 日豊ビルサービス 吉永　茂男 東臼杵郡門川町大字門川尾末１０４６０－１ 市外 清掃
454 日本カルミック（株） 高居　隆章 東京都千代田区九段南１－５－１０ 市外 清掃
465 ＮＰＯ法人　ネットワーク福祉会 疋田　康 児湯郡川南町大字川南１９４０３番地４ 市外 清掃
218 （株）文化コーポレーション 齊藤　幹生 宮崎市生目台西３丁目４番地２ 市外 清掃
457 （株）南日本環境センター 安在　哲幸 延岡市小野町４１３８－１ 市外 清掃
378 宮崎センコーアポロ(株) 佐伯　久儀 宮崎県延岡市大武町３９－８４ 市外 清掃
13 宮崎総合ビル管理（株） 冨永　正洋 宮崎市村角町長山２８３５－５ 市外 清掃
119 (株)宮崎美装社 髙野　智一 宮崎市大島町南窪８８７－１０ 市外 清掃
467 宮崎ビルサービス（株） 平嶋　孝次 宮崎市大字赤江９７５番地１ 市外 清掃
380 （有）ユウセイ 衛藤　清隆 宮崎市大字田吉東前島２２０５－４ 市外 清掃
106 （株）ワーキング 藤田　聖子 延岡市若葉町２丁目２６３４番地８ 市外 清掃
564 （株）山﨑紙源センター 山﨑　孝一 宮崎市江平東町6番地13号 市外 清掃
394 （株）日向衛生公社 春山　晃久 日向市大字財光寺１１３１ 市内 し尿浄化槽清掃
396 (有)首藤工務店 春山　里子 東臼杵郡門川町中須２－３６ 市外 し尿浄化槽清掃
397 （有）都農町衛生公社 森　高広 児湯郡都農町大字川北４９９７－１ 市外 し尿浄化槽清掃
395 アイワ（株） 春山　晃久 日向市原町１－８４ 市内 浄化槽維持管理
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91 （有）クリーン日向 鈴木　正一郎 日向市大字富高字荒平５９６１番地１ 市内 浄化槽維持管理
394 （株）日向衛生公社 春山　晃久 日向市大字財光寺１１３１ 市内 浄化槽維持管理
458 （株）やまかわ興産 河野　利久 日向市大字細島６６７－１２ 市内 浄化槽維持管理
557 （有）別府金物店 別府　嘉郎 日向市大字日知屋7624番地1 市内 浄化槽維持管理
533 （株）イワハラ 岩原　正樹 宮崎市阿波岐原町松下3100-1 準市内 浄化槽維持管理
414 （株）三洋環境社プランナー 檜垣　徳仁 宮崎市池内町榎迫５０３－２ 市外 浄化槽維持管理
396 (有)首藤工務店 春山　里子 東臼杵郡門川町中須２－３６ 市外 浄化槽維持管理
173 （有）都農浄化槽管理センター 森　栄一郎 児湯郡都農町大字川北５７１４番地５３ 市外 浄化槽維持管理
397 （有）都農町衛生公社 森　高広 児湯郡都農町大字川北４９９７－１ 市外 浄化槽維持管理
553 江坂設備工業（株） 長倉　康治 宮崎市橘通西５－２－３３ 市外 浄化槽維持管理
91 （有）クリーン日向 鈴木　正一郎 日向市大字富高字荒平５９６１番地１ 市内 廃棄物
505 (株)黒田工業 加藤　功司 日向市竹島町１番８６ 市内 廃棄物
471 （株）髙野建設 髙野　幸絋 日向市鶴町３－９７－１ 市内 廃棄物
394 （株）日向衛生公社 春山　晃久 日向市大字財光寺１１３１ 市内 廃棄物
322 (株)日向紙源センター 中村　林 日向市大王町２丁目１番地１ 市内 廃棄物
293 日向環境（株） 細川　秀則 日向市大字平岩３９８７番地２８ 市内 廃棄物
458 （株）やまかわ興産 河野　利久 日向市大字細島６６７－１２ 市内 廃棄物
557 （有）別府金物店 別府　嘉郎 日向市大字日知屋7624番地1 市内 廃棄物
459 （有）Ｉ・Ｃ・Ｍコーポレーション 増田　哲男 宮崎市佐土原町下田島２０１１３－１９ 市外 廃棄物
442 アクトビーリサイクリング（株） 外山　講仁 熊本県水俣市塩浜町２７８番６ 市外 廃棄物
347 （有）オイル・リサイクル 黒木　周二 延岡市新浜町２丁目８９３５－７０ 市外 廃棄物
127 （株）環境未来恒産 石川　武則 宮崎市日の出町２２６番地 市外 廃棄物
486 (株)熊本メスキュード 山本　幸政 熊本県菊池市西寺1431番地6 市外 廃棄物
444 （株）サニタリー 池本　宗隆 鹿児島県鹿児島市東谷山５－２０－１１ 市外 廃棄物
571 ＪＦＥ条鋼（株） 野村　寛 東京都港区新橋５丁目１１番３号 市外 廃棄物
124 （株）ジェイ・リライツ 吉冨　誠也 北九州市若松区響町１丁目６２番地の１７ 市外 廃棄物
158 第一ビル工事(株) 永友　勝喜 宮崎市吉村町寺ノ下甲２３０６番地１ 市外 廃棄物
439 つやげん九州（株） 小田　浩司 都城市宮丸町３０４８－１ 市外 廃棄物
376 （株）日本環境工学設計事務所 岩脇　成彦 東京都千代田区神田神保町２－７－３ 市外 廃棄物
346 農興産業(株) 阿萬　美保子 西都市大字調殿１２３１番地 市外 廃棄物
278 南九州ソイル（株） 蛯原　啓子 宮崎市田野町乙３１１８番地２ 市外 廃棄物
501 （有）山下商事 山下　栄 児湯郡川南町大字川南４５９２－１ 市外 廃棄物
106 （株）ワーキング 藤田　聖子 延岡市若葉町２丁目２６３４番地８ 市外 廃棄物
584 （株）エコロ 西　憲五 都城市都北町7403番地 市外 廃棄物
394 （株）日向衛生公社 春山　晃久 日向市大字財光寺１１３１ 市内 下水処理施設維持管理
300 石垣メンテナンス（株） 石垣　真 東京都中央区京橋１－１－１ 市外 下水処理施設維持管理
295 （株）ウォーターエージェンシー 榊原　秀明 東京都新宿区東五軒町３番２５号 市外 下水処理施設維持管理
408 （株）関東実技 藤岡　実 東京都八王子市南町５番８号 市外 下水処理施設維持管理
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
503 九州テクニカルメンテナンス（株） 杉本　陽児 熊本市中央区水前寺公園２８番４３号 市外 下水処理施設維持管理
245 水道機工（株） 佐藤　眞理 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 市外 下水処理施設維持管理
279 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ 市外 下水処理施設維持管理
434 住重環境エンジニアリング（株） 神村　誠 東京都品川区西五反田7丁目1番1号 市外 下水処理施設維持管理
303 （株）タカダ 川畑　清夫 大阪府茨木市桑田町９番１８号 市外 下水処理施設維持管理
432 （株）ダイキアクシス 大亀　裕 愛媛県松山市美沢１－９－１ 市外 下水処理施設維持管理
310 月島テクノメンテサービス（株） 服部　博光 東京都中央区月島４丁目８－１４ 市外 下水処理施設維持管理
184 テスコ(株) 小林　千尋 東京都新宿区信濃町３４番地 市外 下水処理施設維持管理
494 （株）東芝 佐々木　則夫 東京都港区芝浦１－１－１ 市外 下水処理施設維持管理
70 東芝アクアパブリックテクノス(株) 村山　忠義 東京都港区芝二丁目２番１４号 市外 下水処理施設維持管理
38 （株）西原環境 西原　幸志 東京都港区海岸３丁目２０番２０号 市外 下水処理施設維持管理
504 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 岡原　貢 大阪市北区同心１－７－１４ 市外 下水処理施設維持管理
412 (株)日立プラントサービス 村山　義治 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン60　34階 市外 下水処理施設維持管理
562 柾木工業（株） 柾木　隆弘 大阪府大阪市此花区梅町2-2-25 市外 下水処理施設維持管理
395 アイワ（株） 春山　晃久 日向市原町１－８４ 市内 貯水槽清掃
394 （株）日向衛生公社 春山　晃久 日向市大字財光寺１１３１ 市内 貯水槽清掃
205 （株）日本衛生公社宮崎 菊池　光信 宮崎市船塚２丁目１－１ 準市内 貯水槽清掃
239 （株）栄建工業 湯浅　秀文 宮崎市大工三丁目８９番地１ 市外 貯水槽清掃
305 エステー開発（株） 田浦　希 宮崎県延岡市旭ヶ丘６丁目７番地１ 市外 貯水槽清掃
127 （株）環境未来恒産 石川　武則 宮崎市日の出町２２６番地 市外 貯水槽清掃
414 （株）三洋環境社プランナー 檜垣　徳仁 宮崎市池内町榎迫５０３－２ 市外 貯水槽清掃
361 （有）親設産業 中村　弘良 宮崎市恒久５－９－２　１Ｆ 市外 貯水槽清掃
329 綜合ビル技研（株） 藤本　修一 宮崎市吉村町大町甲１９９２番地 市外 貯水槽清掃
158 第一ビル工事(株) 永友　勝喜 宮崎市吉村町寺ノ下甲２３０６番地１ 市外 貯水槽清掃
105 （有）第一防虫センター 川崎　益央 宮崎市丸山１丁目９９番２ 市外 貯水槽清掃
173 （有）都農浄化槽管理センター 森　栄一郎 児湯郡都農町大字川北５７１４番地５３ 市外 貯水槽清掃
439 つやげん九州（株） 小田　浩司 都城市宮丸町３０４８－１ 市外 貯水槽清掃
196 ノダック（株） 帆足　紀幸 大阪府豊中市宝山町２３番１５号 市外 貯水槽清掃
218 （株）文化コーポレーション 齊藤　幹生 宮崎市生目台西３丁目４番地２ 市外 貯水槽清掃
457 （株）南日本環境センター 安在　哲幸 延岡市小野町４１３８－１ 市外 貯水槽清掃
13 宮崎総合ビル管理（株） 冨永　正洋 宮崎市村角町長山２８３５－５ 市外 貯水槽清掃
119 (株)宮崎美装社 髙野　智一 宮崎市大島町南窪８８７－１０ 市外 貯水槽清掃
467 宮崎ビルサービス（株） 平嶋　孝次 宮崎市大字赤江９７５番地１ 市外 貯水槽清掃
380 （有）ユウセイ 衛藤　清隆 宮崎市大字田吉東前島２２０５－４ 市外 貯水槽清掃
106 （株）ワーキング 藤田　聖子 延岡市若葉町２丁目２６３４番地８ 市外 貯水槽清掃
553 江坂設備工業（株） 長倉　康治 宮崎市橘通西５－２－３３ 市外 貯水槽清掃
564 （株）山﨑紙源センター 山﨑　孝一 宮崎市江平東町6番地13号 市外 貯水槽清掃
205 （株）日本衛生公社宮崎 菊池　光信 宮崎市船塚２丁目１－１ 準市内 建築物空気環境測定
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
414 （株）三洋環境社プランナー 檜垣　徳仁 宮崎市池内町榎迫５０３－２ 市外 建築物空気環境測定
329 綜合ビル技研（株） 藤本　修一 宮崎市吉村町大町甲１９９２番地 市外 建築物空気環境測定
105 （有）第一防虫センター 川崎　益央 宮崎市丸山１丁目９９番２ 市外 建築物空気環境測定
323 （株）東洋環境分析センター 藤井　勝己 鹿児島市下伊敷一丁目１１番１０号 市外 建築物空気環境測定
457 （株）南日本環境センター 安在　哲幸 延岡市小野町４１３８－１ 市外 建築物空気環境測定
378 宮崎センコーアポロ(株) 佐伯　久儀 宮崎県延岡市大武町３９－８４ 市外 建築物空気環境測定
13 宮崎総合ビル管理（株） 冨永　正洋 宮崎市村角町長山２８３５－５ 市外 建築物空気環境測定
119 (株)宮崎美装社 髙野　智一 宮崎市大島町南窪８８７－１０ 市外 建築物空気環境測定
467 宮崎ビルサービス（株） 平嶋　孝次 宮崎市大字赤江９７５番地１ 市外 建築物空気環境測定
106 （株）ワーキング 藤田　聖子 延岡市若葉町２丁目２６３４番地８ 市外 建築物空気環境測定
508 西部環境調査（株） 山口　優親 長崎県佐世保市三川内新町26番1 市外 建築物空気環境測定
248 西武消毒 小西　政雄 日向市中町３－４５ 市内 防除
301 （有）太陽消毒 東　洋一 日向市美々津町3047番地 市内 防除
205 （株）日本衛生公社宮崎 菊池　光信 宮崎市船塚２丁目１－１ 準市内 防除
239 （株）栄建工業 湯浅　秀文 宮崎市大工三丁目８９番地１ 市外 防除
414 （株）三洋環境社プランナー 檜垣　徳仁 宮崎市池内町榎迫５０３－２ 市外 防除
329 綜合ビル技研（株） 藤本　修一 宮崎市吉村町大町甲１９９２番地 市外 防除
328 第一ビル管理（株） 柴田　博文 宮崎市吉村町大町甲１９９０番地 市外 防除
105 （有）第一防虫センター 川崎　益央 宮崎市丸山１丁目９９番２ 市外 防除
439 つやげん九州（株） 小田　浩司 都城市宮丸町３０４８－１ 市外 防除
218 （株）文化コーポレーション 齊藤　幹生 宮崎市生目台西３丁目４番地２ 市外 防除
119 (株)宮崎美装社 髙野　智一 宮崎市大島町南窪８８７－１０ 市外 防除
467 宮崎ビルサービス（株） 平嶋　孝次 宮崎市大字赤江９７５番地１ 市外 防除
106 （株）ワーキング 藤田　聖子 延岡市若葉町２丁目２６３４番地８ 市外 防除
408 （株）関東実技 藤岡　実 東京都八王子市南町５番８号 市外 水質調査
423 一般財団法人　九州環境管理協会 持田　勲 福岡市東区松香台１－１０－１ 市外 水質調査
154 国際航業（株） 中原　修 東京都千代田区六番町２番地 市外 水質調査
121 （株）国土開発コンサルタント 志多　充吉 宮崎市大工３－１５５ 市外 水質調査
444 （株）サニタリー 池本　宗隆 鹿児島県鹿児島市東谷山５－２０－１１ 市外 水質調査
39 （株）三水コンサルタント 武島　一典 大阪市北区中之島６－２－４０ 市外 水質調査
363 三洋テクノマリン（株） 矢治　正司 東京都中央区日本橋堀留町１－３－１７ 市外 水質調査
430 （株）新日本環境コンサルタント 津村　英介 福岡市南区長丘３－２５－１５ 市外 水質調査
224 （株）静環検査センター 徳田　茂 静岡県藤枝市高柳２３１０番地 市外 水質調査
337 (株)太平環境科学センター 坂本　雅俊 福岡市博多区金の隈二丁目２番３１号 市外 水質調査
358 中外テクノス（株） 福馬　勝洋 広島市西区横川新町９番１２号 市外 水質調査
323 （株）東洋環境分析センター 藤井　勝己 鹿児島市下伊敷一丁目１１番１０号 市外 水質調査
47 東和環境科学（株） 笹井　裕 広島市中区舟入町６番５号 市外 水質調査
37 （株）日水コン 野村　喜一 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 市外 水質調査
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
406 （一財）日本環境衛生センター 奥村　明雄 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０－６ 市外 水質調査
171 （株）日本総合科学 近本　肥于 広島県福山市箕島町南丘３９９－４６ 市外 水質調査
97 （公財）宮崎県環境科学協会 石井　浩二 宮崎市大字田吉字ヅンブリ６２５８番地２０ 市外 水質調査
467 宮崎ビルサービス（株） 平嶋　孝次 宮崎市大字赤江９７５番地１ 市外 水質調査
508 西部環境調査（株） 山口　優親 長崎県佐世保市三川内新町26番1 市外 水質調査
405 （有）黒木電気消防 黒木　正博 日向市大字日知屋字塩田１６１８５－２ 市内 電気設備管理
132 高城電気管理事務所 高城　藤男 日向市山下町１丁目４５番地 市内 電気設備管理
96 （有）でんき百十番 黒木　美恵子 日向市亀崎３丁目１７番地２ 市内 電気設備管理
144 火宮電気管理 火宮　徳幸 日向市大字財光寺４５４－１ 市内 電気設備管理
500 本田電気管理事務所 本田　憲生 日向市迎洋園２丁目１４４番地 市内 電気設備管理
580 （有）和田電工社 和田　均 日向市大字日知屋字木原16308-1 市内 電気設備管理
343 一般財団法人　九州電気保安協会 平野　敏彦 福岡市中央区薬院一丁目１３番８号 準市内 電気設備管理
533 （株）イワハラ 岩原　正樹 宮崎市阿波岐原町松下3100-1 準市内 電気設備管理
267 アズビル（株） 曽禰　寛純 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 市外 電気設備管理
5 （株）イーネットコム 後藤　英二 延岡市愛宕町２丁目１番地５ 市外 電気設備管理

387 （株）沖電気カスタマアドテック 入谷　百拡 東京都江東区木場２－７－２３ 市外 電気設備管理
129 オリエント産業（株） 安部　信夫 福岡市中央区舞鶴１－４－１９ 市外 電気設備管理
484 （株）川北電工 田中　陽一郎 鹿児島市東開町４番地７９ 市外 電気設備管理
408 （株）関東実技 藤岡　実 東京都八王子市南町５番８号 市外 電気設備管理
392 西南電気（株） 廣末　誠 延岡市塩浜町４－１６４０－３１ 市外 電気設備管理
70 東芝アクアパブリックテクノス(株) 村山　忠義 東京都港区芝二丁目２番１４号 市外 電気設備管理
429 東芝電機サービス（株） 吉田　聡 東京都新宿区西新宿２－７－１ 市外 電気設備管理
275 （株）豊島メック 中西　斉隆 鹿児島市玉里町２番２号 市外 電気設備管理
386 ニシム電子工業（株） 梨田　一海 福岡市博多区美野島１－２－１ 市外 電気設備管理
54 日本電気保安（株） 米澤　裕司 大分県佐伯市字鳥越１０１１６番地１ 市外 電気設備管理
390 日本無線（株） 土田　隆平 東京都杉並区荻窪４－３０－１６ 市外 電気設備管理
476 （株）日立国際電気サービス 鈴木　増雄 東京都小平市回田町３９３ 市外 電気設備管理
450 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 早川　利文 東京都台東区東上野５丁目２４－８ 市外 電気設備管理
27 南九州向洋電機（株） 吉井　龍三 大阪府吹田市江の木町２０番地１５号 市外 電気設備管理
14 （株）宮崎エレベータサービス 新坂　勇介 宮崎市西池町１番５－１号 市外 電気設備管理
418 宮崎施設機械(株) 大峯　定夫 宮崎市清水３－１１－１７ 市外 電気設備管理
179 （株）明電舎 稲村　純三 東京都品川区大崎二丁目１番１号 市外 電気設備管理
40 ヤンマーエネルギーシステム(株) 玉田　稔 大阪市北区大淀中５丁目１２番３９号 市外 電気設備管理
565 富士通ネットワークソリューションズ（株） 飯田　春幸 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番2号 市外 電気設備管理
556 菱熱 清田　均 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目8番13号 市外 電気設備管理
208 北崎防災 北崎　啓祐 日向市大王町５丁目１６番地 市内 消防設備管理
405 （有）黒木電気消防 黒木　正博 日向市大字日知屋字塩田１６１８５－２ 市内 消防設備管理
96 （有）でんき百十番 黒木　美恵子 日向市亀崎３丁目１７番地２ 市内 消防設備管理
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
188 （有）日向冷熱工業 中村　悟 日向市亀崎東１丁目３１番地 市内 消防設備管理
535 （株）甲斐設備工業 甲斐　聖三 日向市大字財光寺405番地 市内 消防設備管理
549 （株）ビスイ 矢野　美治 日向市北町2丁目45番地 市内 消防設備管理
580 （有）和田電工社 和田　均 日向市大字日知屋字木原16308-1 市内 消防設備管理
343 一般財団法人　九州電気保安協会 平野　敏彦 福岡市中央区薬院一丁目１３番８号 準市内 消防設備管理
148 中村消防防災（株） 中村　隆美 宮崎市丸島町４番２１号 準市内 消防設備管理
533 （株）イワハラ 岩原　正樹 宮崎市阿波岐原町松下3100-1 準市内 消防設備管理
239 （株）栄建工業 湯浅　秀文 宮崎市大工三丁目８９番地１ 市外 消防設備管理
291 （株）ＮＰＫ 児玉　和博 宮崎市柳丸町８５番 市外 消防設備管理
387 （株）沖電気カスタマアドテック 入谷　百拡 東京都江東区木場２－７－２３ 市外 消防設備管理
251 （有）海聖 田島　篤誠 宮崎県延岡市袖の木田町４８１３番地 市外 消防設備管理
200 （株）桂防災管理 児玉　林平 宮崎市神宮東３丁目８番５２号 市外 消防設備管理
484 （株）川北電工 田中　陽一郎 鹿児島市東開町４番地７９ 市外 消防設備管理
414 （株）三洋環境社プランナー 檜垣　徳仁 宮崎市池内町榎迫５０３－２ 市外 消防設備管理
392 西南電気（株） 廣末　誠 延岡市塩浜町４－１６４０－３１ 市外 消防設備管理
375 （株）武田ポンプ店 濱崎　幸夫 宮崎市橘通東４－５－１４ 市外 消防設備管理
328 第一ビル管理（株） 柴田　博文 宮崎市吉村町大町甲１９９０番地 市外 消防設備管理
457 （株）南日本環境センター 安在　哲幸 延岡市小野町４１３８－１ 市外 消防設備管理
378 宮崎センコーアポロ(株) 佐伯　久儀 宮崎県延岡市大武町３９－８４ 市外 消防設備管理
398 宮崎綜合警備（株） 齊藤　幹生 宮崎市生目台西３－４－２ 市外 消防設備管理
49 宮崎ラビットポンプ（有） 関　圭一朗 宮崎市丸島町４番３４号 市外 消防設備管理
293 日向環境（株） 細川　秀則 日向市大字平岩３９８７番地２８ 市内 計量
408 （株）関東実技 藤岡　実 東京都八王子市南町５番８号 市外 計量
423 一般財団法人　九州環境管理協会 持田　勲 福岡市東区松香台１－１０－１ 市外 計量
363 三洋テクノマリン（株） 矢治　正司 東京都中央区日本橋堀留町１－３－１７ 市外 計量
224 （株）静環検査センター 徳田　茂 静岡県藤枝市高柳２３１０番地 市外 計量
358 中外テクノス（株） 福馬　勝洋 広島市西区横川新町９番１２号 市外 計量
323 （株）東洋環境分析センター 藤井　勝己 鹿児島市下伊敷一丁目１１番１０号 市外 計量
47 東和環境科学（株） 笹井　裕 広島市中区舟入町６番５号 市外 計量
112 西日本技術開発（株） 村島　正康 福岡市中央区渡辺通１－１－１ 市外 計量
37 （株）日水コン 野村　喜一 東京都新宿区西新宿６－２２－１ 市外 計量
280 日本交通技術（株） 柿沼　民夫 東京都台東区上野７－１１－１ 市外 計量
406 （一財）日本環境衛生センター 奥村　明雄 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０－６ 市外 計量
41 一般財団法人　日本気象協会 繩野　克彦 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 市外 計量
171 （株）日本総合科学 近本　肥于 広島県福山市箕島町南丘３９９－４６ 市外 計量
226 （株）福山コンサルタント 山本　洋一 福岡市博多区博多駅東三丁目６番１８号 市外 計量
97 （公財）宮崎県環境科学協会 石井　浩二 宮崎市大字田吉字ヅンブリ６２５８番地２０ 市外 計量
215 八千代エンジニヤリング（株） 花岡　憲男 東京都新宿区西落合２－１８－１２ 市外 計量
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
1 ライト工業（株） 入江　保美 東京都千代田区九段北４－２－３５ 市外 計量

508 西部環境調査（株） 山口　優親 長崎県佐世保市三川内新町26番1 市外 計量
552 （有）名村度量衡店 名村　一郎 延岡市愛宕町1丁目4番地６ 市外 計量
506 日向交通協同組合 川越　一文 日向市上町17番7号 市内 自動車運送
461 （有）山陰タクシー 田村　秀明 日向市東郷町山陰丙１５１４－１ 市内 自動車運送
378 宮崎センコーアポロ(株) 佐伯　久儀 宮崎県延岡市大武町３９－８４ 市外 自動車運送
398 宮崎綜合警備（株） 齊藤　幹生 宮崎市生目台西３－４－２ 市外 自動車運送
585 佐川急便（株） 辻尾　敏明 京都市南区上鳥羽角田町68番地 市外 自動車運送
510 日本通運（株） 渡邉　健二 東京都港区東新橋1丁目9番3号 市外 自動車運送
395 アイワ（株） 春山　晃久 日向市原町１－８４ 市内 人材派遣
91 （有）クリーン日向 鈴木　正一郎 日向市大字富高字荒平５９６１番地１ 市内 人材派遣
505 (株)黒田工業 加藤　功司 日向市竹島町１番８６ 市内 人材派遣
394 （株）日向衛生公社 春山　晃久 日向市大字財光寺１１３１ 市内 人材派遣
545 ジャイヴ（有） 請関　哲美 日向市不動寺98 市内 人材派遣
475 （株）イビソク 森　重幸 岐阜県大垣市築捨町３丁目１０２番地 市外 人材派遣
139 (株)インタラック 松本　清一 東京都千代田区富士見二丁目１４番３６号 市外 人材派遣
53 （株）公園マネジメント研究所 小野　隆 大阪市中央区谷町２－２－２２ 市外 人材派遣
42 （有）ジパング・サーベイ 赤塚　光一 小林市大字水流迫９６９番地３ 市外 人材派遣
327 センコービジネスサポート（株） 和田　定晋 延岡市天下町１１７６－１３ 市外 人材派遣
296 （株）総合人材センター 東　祐一 鹿児島市大黒町４番１１号 市外 人材派遣
422 （株）大進 山内　康功 鹿児島市新照院町２１－７ 市外 人材派遣
439 つやげん九州（株） 小田　浩司 都城市宮丸町３０４８－１ 市外 人材派遣
70 東芝アクアパブリックテクノス(株) 村山　忠義 東京都港区芝二丁目２番１４号 市外 人材派遣
378 宮崎センコーアポロ(株) 佐伯　久儀 宮崎県延岡市大武町３９－８４ 市外 人材派遣
138 （株）メディブレーン 中　隆廣 大阪市中央区内平野町２丁目４番５号 市外 人材派遣
22 日向管工事協同組合 児玉　義男 日向市大字日知屋３９７４－２ 市内 漏水調査
459 （有）Ｉ・Ｃ・Ｍコーポレーション 増田　哲男 宮崎市佐土原町下田島２０１１３－１９ 市外 漏水調査
51 （株）オーシャン漏水研究所 瀬戸口　孝一 鹿児島県鹿屋市川西町４２６２－３ 市外 漏水調査
352 （株）管路管理 八木　伊佐夫 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 市外 漏水調査
43 （株）コスモリサーチ 築山　邦弘 福岡市博多区春町２丁目８番９号 市外 漏水調査
66 （株）サンスイ 秋山　博和 東京都品川区小山台１丁目１７－１５ 市外 漏水調査
71 （株）サンリーク 木下　雄志 大阪市淀川区宮原１丁目１９番２３号 市外 漏水調査
44 （有）サンロック 岩元　みづえ 鹿児島県垂水市浜平１８０５－５ 市外 漏水調査
462 （株）ジオックス 藤田　博 愛知県一宮市八幡２－２－７ 市外 漏水調査
456 水研テック（株） 松本　幸三 延岡市北町１－４－７ 市外 漏水調査
329 綜合ビル技研（株） 藤本　修一 宮崎市吉村町大町甲１９９２番地 市外 漏水調査
104 （有）大建工業 小田　民子 延岡市別府町４２０９－２ 市外 漏水調査
76 （株）テクノスジャパン 垣本　政輝 福岡市博多区光丘町３－１－５ 市外 漏水調査
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受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
257 （株）中野管理 泉　ヨシ子 宮崎市吉村町江田原甲２２０番地３ 市外 漏水調査
377 （株）西日本水道センター 今若　博行 大阪市淀川区宮原２－１０－９ 市外 漏水調査
65 （株）日本スイコー 古野　正也 熊本市水前寺６丁目３８番１０号 市外 漏水調査
67 メディアシステム（株） 古賀　辰典 長崎市岡町７－６－１０１ 市外 漏水調査
110 （株）ライフライン 古賀　一典 長崎市小江原三丁目２３番１号 市外 漏水調査
543 フジ地中情報（株） 田村　典行 東京都港区海岸3-20-20 市外 漏水調査
577 フジテコム（株） 森山　慎一 東京都千代田区神田佐久間町2丁目20番地 市外 漏水調査
114 日向測量設計（株） 黒木　繁盛 日向市新生町１丁目７２番地 市内 コンピュータソフト開発
116 （有）ヤッシュ 河野　豊 日向市大字細島７７４ 市内 コンピュータソフト開発
544 （株）パシフィックシステム 穂野　豊 日向市永江町1丁目105番地 市内 コンピュータソフト開発
95 朝日航洋（株） 立野　良太郎 東京都江東区新木場四丁目７番４１号 市外 コンピュータソフト開発
335 アシスト(株) 西村　竹松 名古屋市緑区滝ノ水五丁目１３１０番地 市外 コンピュータソフト開発
122 アジア航測（株） 大槻　幸一郎 東京都新宿区西新宿６－１４－１新宿グリーンタワービル 市外 コンピュータソフト開発
259 （株）エヌ・ティ・ティ・データ九州 青木　弘之 福岡市博多区博多駅前１－１７－２１ 市外 コンピュータソフト開発
55 ＮＥＣネッツエスアイ(株) 和田　雅夫 東京都文京区後楽二丁目６番１号 市外 コンピュータソフト開発
58 （株）ＭＪＣ 川﨑　友裕 宮崎市霧島２丁目８４番地１ 市外 コンピュータソフト開発
314 （株）会議録研究所 妹尾　潤 東京都新宿区市谷八幡町１６番 市外 コンピュータソフト開発
80 （株）管総研 濱田　憲一 尼崎市浜一丁目１番１号 市外 コンピュータソフト開発
403 （株）九州みらい研究所 福田　博 熊本市健軍４丁目１３番２号 市外 コンピュータソフト開発
262 九電ビジネスソリューションズ（株） 中川　正裕 福岡市中央区渡辺通二丁目１番８２号　電気ビル北館 市外 コンピュータソフト開発
50 （株）ぎじろくセンター 白井　義美 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 市外 コンピュータソフト開発
72 (株)議事録発行センター 友野　三郎 岡山市北区高柳西町１番２３号 市外 コンピュータソフト開発
487 （株）ぎょうせい 澤田　裕二郎 東京都江東区新木場１－１８－１１ 市外 コンピュータソフト開発
367 行政システムエンジニアリングサービス(株) 松田　清信 福岡市博多区東平尾１－３－３ 市外 コンピュータソフト開発
282 行政システム九州（株） 田川　雅裕 福岡市博多区東平尾１－３－３ 市外 コンピュータソフト開発
311 （一財）建築行政情報センター 松野　仁 東京都新宿区神楽坂一丁目１５番地 市外 コンピュータソフト開発
53 （株）公園マネジメント研究所 小野　隆 大阪市中央区谷町２－２－２２ 市外 コンピュータソフト開発
154 国際航業（株） 中原　修 東京都千代田区六番町２番地 市外 コンピュータソフト開発
315 国土情報開発（株） 羽田　寛 東京都世田谷区池尻２－７－３ 市外 コンピュータソフト開発
39 （株）三水コンサルタント 武島　一典 大阪市北区中之島６－２－４０ 市外 コンピュータソフト開発
332 (株)システム開発 原野　茂盛 宮崎市大橋３丁目１０１番地１号 市外 コンピュータソフト開発
357 昭和（株） 本島　哲也 東京都北区上中里１－１１－８ 市外 コンピュータソフト開発
240 （株）ジェネッツ 深澤　貴 東京都港区海岸三丁目２０番２０号　ヨコソーレインボータワー 市外 コンピュータソフト開発
384 （株）地域科学研究所 木下　光一 大分市東春日町１－１　ＮＳ大分ビル 市外 コンピュータソフト開発
85 (株)ＴＫＣ 角　一幸 宇都宮市鶴田町１７５８番地 市外 コンピュータソフト開発
333 （株）デンサン 鈴木　利一 宮崎市大字赤江字飛江田２２４番地 市外 コンピュータソフト開発
81 東亜建設技術（株） 平野　巖 福岡市西区西の丘一丁目７番１号 市外 コンピュータソフト開発
258 東京ガス・エンジニアリング（株） 相原　啓二 東京都大田区蒲田五丁目３７番１号 市外 コンピュータソフト開発
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163 東芝ソリューション（株） 河井　信三 東京都港区芝浦一丁目１番１号 市外 コンピュータソフト開発
493 （株）南州コンサルタント 下堂園　一将 西臼杵郡高千穂町大字押方９５４番地 市外 コンピュータソフト開発
386 ニシム電子工業（株） 梨田　一海 福岡市博多区美野島１－２－１ 市外 コンピュータソフト開発
62 日本グリーンパックス（株） 山中　利一 京都府長岡京市城の里１０－９ 市外 コンピュータソフト開発
270 日本水工設計（株） 國本　博信 東京都中央区勝どき３丁目１２番１号 市外 コンピュータソフト開発
285 一般社団法人　日本能率協会 中村　正己 東京都港区芝公園３－１－２２ 市外 コンピュータソフト開発
151 パシフィックコンサルタンツ（株） 長谷川　伸一 東京都多摩市関戸１－７－５ 市外 コンピュータソフト開発
238 久永情報マネジメント（株） 久永　修平 鹿児島市松原町７番６号 市外 コンピュータソフト開発
63 （株）日立ソリューションズ西日本 新美　雅文 広島市中区八丁堀３番３３号 市外 コンピュータソフト開発
175 富士ゼロックスシステムサービス(株) 小山　眞一 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号 市外 コンピュータソフト開発
17 富士通エフ・アイ・ピー（株） 浜野　一典 東京都江東区青海二丁目４番３２号 市外 コンピュータソフト開発
261 （株）富士通マーケティング 古川　章 東京都文京区後楽一丁目７番２７号 市外 コンピュータソフト開発
482 （株）プレック研究所 杉尾　邦江 東京都千代田区麹町３－７－６ 市外 コンピュータソフト開発
242 （株）南日本情報処理センター 中禮　裕 鹿児島市東開町４－１０４ 市外 コンピュータソフト開発
67 メディアシステム（株） 古賀　辰典 長崎市岡町７－６－１０１ 市外 コンピュータソフト開発
138 （株）メディブレーン 中　隆廣 大阪市中央区内平野町２丁目４番５号 市外 コンピュータソフト開発
197 (株)大和速記情報センター 津田　健司 東京都港区虎ノ門１－１９－１０ 市外 コンピュータソフト開発
110 （株）ライフライン 古賀　一典 長崎市小江原三丁目２３番１号 市外 コンピュータソフト開発
574 （株）アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 堤田　博志 熊本県熊本市中央区九品寺1丁目5番11号 市外 コンピュータソフト開発
587 アクリーグ（株） 磯山　左門 栃木県小山市大字外城81-9 市外 コンピュータソフト開発
578 （株）インフォマティクス 三原　正一 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 市外 コンピュータソフト開発
524 エイチプラスシステム 橋口　若芽 宮崎県児湯郡新富町富田1丁目27番地 市外 コンピュータソフト開発
540 ＮＴＴ－ＡＴエムタック（株） 岡田　勝行 東京都新宿区新宿2-13-12 市外 コンピュータソフト開発
532 （株）シンク 丸山　秀明 福岡県田川市大字伊加利字狐取1824番地22 市外 コンピュータソフト開発
581 スパークジャパン（株） 岡田　憲明 宮崎市柳丸町122-1 市外 コンピュータソフト開発
543 フジ地中情報（株） 田村　典行 東京都港区海岸3-20-20 市外 コンピュータソフト開発
565 富士通ネットワークソリューションズ（株） 飯田　春幸 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番2号 市外 コンピュータソフト開発
403 （株）九州みらい研究所 福田　博 熊本市健軍４丁目１３番２号 市外 シンクタンク総合計画策定
487 （株）ぎょうせい 澤田　裕二郎 東京都江東区新木場１－１８－１１ 市外 シンクタンク総合計画策定
438 （株）ケー・シー・エス 天野　洋文 東京都新宿区山吹町３４７藤和江戸川橋ビル 市外 シンクタンク総合計画策定
357 昭和（株） 本島　哲也 東京都北区上中里１－１１－８ 市外 シンクタンク総合計画策定
142 (株)ジャパンインターナショナル総合研究所 藤原　壮督 京都市右京区西京極西池田町９番地　西京極駅前ビル６階 市外 シンクタンク総合計画策定
92 （株）ダイワコンサルタント 厚地　学 宮崎市生目台西３－７－３ 市外 シンクタンク総合計画策定
288 （株）地域経済研究所 長友　孝允 宮崎市旭２－１－５総研ビル 市外 シンクタンク総合計画策定
164 デロイトトーマツコンサルティング（株） 近藤　聡 東京都千代田区丸の内３－３－１ 市外 シンクタンク総合計画策定
168 有限責任監査法人トーマツ 天野　太道 東京都港区芝浦４－１３－２３ＭＳ芝浦ビル 市外 シンクタンク総合計画策定
20 （株）日建技術コンサルタント 山口　伸明 大阪市中央区谷町６－４－３ 市外 シンクタンク総合計画策定
406 （一財）日本環境衛生センター 奥村　明雄 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０－６ 市外 シンクタンク総合計画策定
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283 日本工営（株） 廣瀬　典昭 東京都千代田区麹町５－４ 市外 シンクタンク総合計画策定
151 パシフィックコンサルタンツ（株） 長谷川　伸一 東京都多摩市関戸１－７－５ 市外 シンクタンク総合計画策定
482 （株）プレック研究所 杉尾　邦江 東京都千代田区麹町３－７－６ 市外 シンクタンク総合計画策定
312 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 水野　俊秀 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号 市外 シンクタンク総合計画策定
244 （株）ワイズマンコンサルティング 大西　美樹 岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１ 市外 シンクタンク総合計画策定
548 （株）エヌ・スピリッツ 松元　重樹 宮崎市小戸町100番地１ 市外 シンクタンク総合計画策定
583 （有）サン・グロウ 濱門　康三郎 宮崎市鶴島2丁目9番6号 市外 シンクタンク総合計画策定
546 （有）予防医学研究所 黒木　博文 宮崎市高岡町五町340-1 市外 シンクタンク総合計画策定
586 （株）リクルートライフスタイル 冨塚　優 東京都千代田区丸の内1丁目9番2号 市外 シンクタンク総合計画策定
114 日向測量設計（株） 黒木　繁盛 日向市新生町１丁目７２番地 市内 登記手続
153 旭調査設計（株） 佐野　三郎 東京都練馬区中村北１－１－４ 準市内 登記手続
130 （株）コスモエンジニアリング 大村　道夫 宮崎県都城市都北町５５１１番地４ 準市内 登記手続
394 （株）日向衛生公社 春山　晃久 日向市大字財光寺１１３１ 市内 火葬場関連
557 （有）別府金物店 別府　嘉郎 日向市大字日知屋7624番地1 市内 火葬場関連
404 （有）池田商店 吉冨　健児 熊本市西区花園２丁目１２－４４ 市外 火葬場関連
227 富士建設工業（株） 鳴海　武德 新潟市北区島見町３３０７－１６ 市外 火葬場関連
339 クマリフト(株) 熊谷　京子 大阪府摂津市南別府町１５－４７ 市外 エレベータ維持管理
334 東芝エレベータ（株） 秋葉　慎一郎 東京都品川区北品川６－５－２７ 市外 エレベータ維持管理
499 （株）日立ビルシステム 佐々木　英一 東京都千代田区神田美土代町７番地 市外 エレベータ維持管理
59 三菱電機ビルテクノサービス（株） 石川　正美 東京都千代田区有楽町１－７－１ 市外 エレベータ維持管理
14 （株）宮崎エレベータサービス 新坂　勇介 宮崎市西池町１番５－１号 市外 エレベータ維持管理
418 宮崎施設機械(株) 大峯　定夫 宮崎市清水３－１１－１７ 市外 エレベータ維持管理
182 （株）伊東冷熱工業 伊東　貞輔 日向市永江町３丁目５５番地 市内 冷暖房運転管理
188 （有）日向冷熱工業 中村　悟 日向市亀崎東１丁目３１番地 市内 冷暖房運転管理
572 （有）シンキ冷設 伊東　喜久男 日向市中堀町1丁目43番地 市内 冷暖房運転管理
533 （株）イワハラ 岩原　正樹 宮崎市阿波岐原町松下3100-1 準市内 冷暖房運転管理
247 （有）旭空調設備メンテナンス 山崎　曠 宮崎市大字芳士１９８７番地 市外 冷暖房運転管理
267 アズビル（株） 曽禰　寛純 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 市外 冷暖房運転管理
239 （株）栄建工業 湯浅　秀文 宮崎市大工三丁目８９番地１ 市外 冷暖房運転管理
169 荏原冷熱システム（株） 大谷　広司 東京都大田区大森北３－２－１６ 市外 冷暖房運転管理
414 （株）三洋環境社プランナー 檜垣　徳仁 宮崎市池内町榎迫５０３－２ 市外 冷暖房運転管理
328 第一ビル管理（株） 柴田　博文 宮崎市吉村町大町甲１９９０番地 市外 冷暖房運転管理
268 ダイキンＨＶＡＣソリューション九州(株) 寺島　正嗣 宮崎市大字赤江字飛江田７０１番地 市外 冷暖房運転管理
427 千代田計装(株) 重松　行生 福岡市早良区百道１－１８－２５ 市外 冷暖房運転管理
499 （株）日立ビルシステム 佐々木　英一 東京都千代田区神田美土代町７番地 市外 冷暖房運転管理
59 三菱電機ビルテクノサービス（株） 石川　正美 東京都千代田区有楽町１－７－１ 市外 冷暖房運転管理
13 宮崎総合ビル管理（株） 冨永　正洋 宮崎市村角町長山２８３５－５ 市外 冷暖房運転管理
119 (株)宮崎美装社 髙野　智一 宮崎市大島町南窪８８７－１０ 市外 冷暖房運転管理
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553 江坂設備工業（株） 長倉　康治 宮崎市橘通西５－２－３３ 市外 冷暖房運転管理
392 西南電気（株） 廣末　誠 延岡市塩浜町４－１６４０－３１ 市外 電話交換
296 （株）総合人材センター 東　祐一 鹿児島市大黒町４番１１号 市外 電話交換
391 西日本電信電話（株） 村尾　和俊 大阪市中央区馬場町３－１５ 市外 電話交換
218 （株）文化コーポレーション 齊藤　幹生 宮崎市生目台西３丁目４番地２ 市外 電話交換
459 （有）Ｉ・Ｃ・Ｍコーポレーション 増田　哲男 宮崎市佐土原町下田島２０１１３－１９ 市外 テレビカメラ調査
252 （株）カブード 橋本　恒幸 福岡市早良区内野四丁目１４番８号 市外 テレビカメラ調査
249 （株）環境開発 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６丁目６番３６号 市外 テレビカメラ調査
127 （株）環境未来恒産 石川　武則 宮崎市日の出町２２６番地 市外 テレビカメラ調査
444 （株）サニタリー 池本　宗隆 鹿児島県鹿児島市東谷山５－２０－１１ 市外 テレビカメラ調査
39 （株）三水コンサルタント 武島　一典 大阪市北区中之島６－２－４０ 市外 テレビカメラ調査
407 四国環境整備興業（株） 青野　岩夫 愛媛県今治市国分１丁目１番１８号 市外 テレビカメラ調査
104 （有）大建工業 小田　民子 延岡市別府町４２０９－２ 市外 テレビカメラ調査
173 （有）都農浄化槽管理センター 森　栄一郎 児湯郡都農町大字川北５７１４番地５３ 市外 テレビカメラ調査
257 （株）中野管理 泉　ヨシ子 宮崎市吉村町江田原甲２２０番地３ 市外 テレビカメラ調査
457 （株）南日本環境センター 安在　哲幸 延岡市小野町４１３８－１ 市外 テレビカメラ調査
380 （有）ユウセイ 衛藤　清隆 宮崎市大字田吉東前島２２０５－４ 市外 テレビカメラ調査
567 管清工業（株） 長谷川　健司 東京都世田谷区上用賀1丁目7番3号 市外 テレビカメラ調査
216 （株）トミシマ 和田　憲明 日向市大字日知屋１４８６４番地９ 市内 その他
269 （有）ひむかレセプトセンター 中田　純子 日向市大字財光寺５３７９番地１０ 市内 その他
160 プランニングＡＢＣ（株） 松木　利徳 日向市大字財光寺４２１－５ 市内 その他
23 耳川広域森林組合 甲斐　若佐 日向市東郷町山陰辛２８０番地１ 市内 その他
469 リースキン東九州 三浦　一幸 日向市大字富高７１４７－１１３ 市内 その他
343 一般財団法人　九州電気保安協会 平野　敏彦 福岡市中央区薬院一丁目１３番８号 準市内 その他
459 （有）Ｉ・Ｃ・Ｍコーポレーション 増田　哲男 宮崎市佐土原町下田島２０１１３－１９ 市外 その他
335 アシスト(株) 西村　竹松 名古屋市緑区滝ノ水五丁目１３１０番地 市外 その他
276 (株)イーエムトラスト 水元　薫 長崎市出島町４番４号４Ｆ 市外 その他
502 イージス・グループ有限責任事業組合 斎藤　孝宏 三重県四日市市朝日町１番４号 市外 その他
5 （株）イーネットコム 後藤　英二 延岡市愛宕町２丁目１番地５ 市外 その他

300 石垣メンテナンス（株） 石垣　真 東京都中央区京橋１－１－１ 市外 その他
475 （株）イビソク 森　重幸 岐阜県大垣市築捨町３丁目１０２番地 市外 その他
253 岩切環境技研（株） 岩切　重人 宮崎市大塚台西３丁目４０－１０ 市外 その他
139 (株)インタラック 松本　清一 東京都千代田区富士見二丁目１４番３６号 市外 その他
35 （株）ウェザーニューズ 草開　千仁 東京都港区芝３－１－１４　日本生命赤羽橋ビル 市外 その他
295 （株）ウォーターエージェンシー 榊原　秀明 東京都新宿区東五軒町３番２５号 市外 その他
305 エステー開発（株） 田浦　希 宮崎県延岡市旭ヶ丘６丁目７番地１ 市外 その他
55 ＮＥＣネッツエスアイ(株) 和田　雅夫 東京都文京区後楽二丁目６番１号 市外 その他
202 （株）ＮＴＴ西日本－九州 玉村　知史 福岡市博多区博多駅東３丁目２番２８号 市外 その他
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347 （有）オイル・リサイクル 黒木　周二 延岡市新浜町２丁目８９３５－７０ 市外 その他
314 （株）会議録研究所 妹尾　潤 東京都新宿区市谷八幡町１６番 市外 その他
484 （株）川北電工 田中　陽一郎 鹿児島市東開町４番地７９ 市外 その他
249 （株）環境開発 牟田　義彦 福岡市博多区吉塚６丁目６番３６号 市外 その他
408 （株）関東実技 藤岡　実 東京都八王子市南町５番８号 市外 その他
82 九州航空（株） 磯辺　正之 大分市王子町１２番１号 市外 その他
503 九州テクニカルメンテナンス（株） 杉本　陽児 熊本市中央区水前寺公園２８番４３号 市外 その他
299 九州電技開発（株） 友延　信幸 福岡市中央区清川二丁目１３番６号 市外 その他
79 （株）九州文化財研究所 徳永　和人 熊本市神水一丁目３２番１９号 市外 その他
403 （株）九州みらい研究所 福田　博 熊本市健軍４丁目１３番２号 市外 その他
262 九電ビジネスソリューションズ（株） 中川　正裕 福岡市中央区渡辺通二丁目１番８２号　電気ビル北館 市外 その他
143 （株）共立メンテナンス 佐藤　充孝 東京都千代田区外神田２丁目１８番８号 市外 その他
89 極東開発工業（株） 筆谷　高明 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５ 市外 その他
50 （株）ぎじろくセンター 白井　義美 山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２ 市外 その他
72 (株)議事録発行センター 友野　三郎 岡山市北区高柳西町１番２３号 市外 その他
487 （株）ぎょうせい 澤田　裕二郎 東京都江東区新木場１－１８－１１ 市外 その他
381 （財）高度映像情報センター 久保田　致長 東京都千代田区三番町６－１４ 市外 その他
444 （株）サニタリー 池本　宗隆 鹿児島県鹿児島市東谷山５－２０－１１ 市外 その他
425 （株）サンオート 稲葉　正光 東京都豊島区池袋２－１６－２ 市外 その他
365 （株）三輝 中道　高司 大阪市北区同心一丁目１０番１２号 市外 その他
243 三機化工建設（株） 藤井　雅則 東京都中央区明石町８番１号 市外 その他
32 （株）サンケン・エンジニアリング 林田　剛志 福岡市南区大楠２丁目１３番７号 市外 その他
414 （株）三洋環境社プランナー 檜垣　徳仁 宮崎市池内町榎迫５０３－２ 市外 その他
332 (株)システム開発 原野　茂盛 宮崎市大橋３丁目１０１番地１号 市外 その他
126 新明和アクアテクサービス(株) 立助　政夫 兵庫県芦屋市打出町７－１８ 市外 その他
240 （株）ジェネッツ 深澤　貴 東京都港区海岸三丁目２０番２０号　ヨコソーレインボータワー 市外 その他
42 （有）ジパング・サーベイ 赤塚　光一 小林市大字水流迫９６９番地３ 市外 その他
142 (株)ジャパンインターナショナル総合研究所 藤原　壮督 京都市右京区西京極西池田町９番地　西京極駅前ビル６階 市外 その他
61 情報機器エンジニアリング(株) 宮﨑　忠也 福岡市博多区中呉服町５－１４ 市外 その他
245 水道機工（株） 佐藤　眞理 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 市外 その他
279 水ing（株） 廣瀬　政義 東京都港区港南１－７－１８ 市外 その他
473 （有）スカイサーベイ九州 森　孝子 都城市上長飯町７－１１ 市外 その他
327 センコービジネスサポート（株） 和田　定晋 延岡市天下町１１７６－１３ 市外 その他
289 （株）ゼンリン 髙山　善司 北九州市小倉北区室町１－１－１ 市外 その他
489 （株）綜企画設計 天草　邦明 東京都千代田区岩本町２－５－２ 市外 その他
296 （株）総合人材センター 東　祐一 鹿児島市大黒町４番１１号 市外 その他
180 大成ジオテック（株） 横山　巖 福岡県久留米市西町１１７４－１０ 市外 その他
337 (株)太平環境科学センター 坂本　雅俊 福岡市博多区金の隈二丁目２番３１号 市外 その他

33



受付番号 企業名 代表者氏名 住所 地域区分 業種名
69 太陽工業（株） 能村　光太郎 大阪市淀川区木川東４丁目８番４号 市外 その他
303 （株）タカダ 川畑　清夫 大阪府茨木市桑田町９番１８号 市外 その他
105 （有）第一防虫センター 川崎　益央 宮崎市丸山１丁目９９番２ 市外 その他
432 （株）ダイキアクシス 大亀　裕 愛媛県松山市美沢１－９－１ 市外 その他
104 （有）大建工業 小田　民子 延岡市別府町４２０９－２ 市外 その他
379 大和物産（株） 児玉　寛太郎 都城市高木町７０３０番地 市外 その他
384 （株）地域科学研究所 木下　光一 大分市東春日町１－１　ＮＳ大分ビル 市外 その他
60 （株）地域環境システム研究所 畑間　慎哉 大阪市中央区内平野町２－３－１ 市外 その他
310 月島テクノメンテサービス（株） 服部　博光 東京都中央区月島４丁目８－１４ 市外 その他
173 （有）都農浄化槽管理センター 森　栄一郎 児湯郡都農町大字川北５７１４番地５３ 市外 その他
439 つやげん九州（株） 小田　浩司 都城市宮丸町３０４８－１ 市外 その他
184 テスコ(株) 小林　千尋 東京都新宿区信濃町３４番地 市外 その他
52 （株）データシステム 橋口　正樹 宮崎市大字恒久字小橋４４００番地４ 市外 その他
164 デロイトトーマツコンサルティング（株） 近藤　聡 東京都千代田区丸の内３－３－１ 市外 その他
31 電気興業（株） 進藤　秀一 東京都千代田区丸の内３－３－１ 市外 その他
168 有限責任監査法人トーマツ 天野　太道 東京都港区芝浦４－１３－２３ＭＳ芝浦ビル 市外 その他
21 （株）東京法規出版 菅　国典 東京都文京区本駒込２丁目２９番２２号 市外 その他
70 東芝アクアパブリックテクノス(株) 村山　忠義 東京都港区芝二丁目２番１４号 市外 その他
163 東芝ソリューション（株） 河井　信三 東京都港区芝浦一丁目１番１号 市外 その他
477 東伸エンジニアリング（株） 江﨑　大輔 東京都品川区上大崎２－１３－２９ 市外 その他
323 （株）東洋環境分析センター 藤井　勝己 鹿児島市下伊敷一丁目１１番１０号 市外 その他
203 （株）東洋食品 荻久保　英男 東京都台東区上野１－１４－４ 市外 その他
47 東和環境科学（株） 笹井　裕 広島市中区舟入町６番５号 市外 その他
275 （株）豊島メック 中西　斉隆 鹿児島市玉里町２番２号 市外 その他
174 （株）ナカボーテック 江藤　勝利 東京都中央区新川２丁目５番２号 市外 その他
493 （株）南州コンサルタント 下堂園　一将 西臼杵郡高千穂町大字押方９５４番地 市外 その他
391 西日本電信電話（株） 村尾　和俊 大阪市中央区馬場町３－１５ 市外 その他
386 ニシム電子工業（株） 梨田　一海 福岡市博多区美野島１－２－１ 市外 その他
488 日機装（株） 甲斐　敏彦 東京都渋谷区恵比寿４－２０－３ 市外 その他
421 日清医療食品(株) 安道　光二 東京都千代田区丸の内２－７－３　東京ビルディング２０階 市外 その他
454 日本カルミック（株） 高居　隆章 東京都千代田区九段南１－５－１０ 市外 その他
68 （特財）日本環境斎苑協会 奥村　明雄 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１０－６ 市外 その他
41 一般財団法人　日本気象協会 繩野　克彦 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 市外 その他
62 日本グリーンパックス（株） 山中　利一 京都府長岡京市城の里１０－９ 市外 その他
19 （株）日本設計 六鹿　正治 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 市外 その他
46 日本総合サービス（株） 渡邉　五郎 東京都港区港南１丁目６番３４号 市外 その他
285 一般社団法人　日本能率協会 中村　正己 東京都港区芝公園３－１－２２ 市外 その他
504 日本メンテナスエンジニヤリング（株） 岡原　貢 大阪市北区同心１－７－１４ 市外 その他
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196 ノダック（株） 帆足　紀幸 大阪府豊中市宝山町２３番１５号 市外 その他
370 （株）白陽 日高　均 宮崎市高千穂通１－３－２６ 市外 その他
181 （株）阪神環境システム 中道　史和 大阪市住之江区北加賀屋３丁目２番１８号 市外 その他
412 (株)日立プラントサービス 村山　義治 東京都豊島区東池袋３－１－１サンシャイン60　34階 市外 その他
213 （株）日立プラントメカニクス 橋本　直人 山口県下松市大字東豊井７９４番地 市外 その他
84 （株）ヒラカワ 平川　晋一 大阪市北区大淀北１丁目９番３６号 市外 その他
426 (有)ファストアドバンス 桜井　茂 東京都三鷹市新川６－１４－１　サンハイツB１－２号 市外 その他
175 富士ゼロックスシステムサービス(株) 小山　眞一 東京都板橋区坂下一丁目１９番１号 市外 その他
261 （株）富士通マーケティング 古川　章 東京都文京区後楽一丁目７番２７号 市外 その他
271 復建調査設計（株） 小田　秀樹 広島市東区光町２丁目１０番１１号 市外 その他
77 （株）文化財保存計画協会 矢野　和之 東京都千代田区一ツ橋２丁目５番５号 市外 その他
45 （株）埋蔵文化財サポートシステム 川谷　昭彦 佐賀市新中町１－７ 市外 その他
14 （株）宮崎エレベータサービス 新坂　勇介 宮崎市西池町１番５－１号 市外 その他
398 宮崎綜合警備（株） 齊藤　幹生 宮崎市生目台西３－４－２ 市外 その他
119 (株)宮崎美装社 髙野　智一 宮崎市大島町南窪８８７－１０ 市外 その他
138 （株）メディブレーン 中　隆廣 大阪市中央区内平野町２丁目４番５号 市外 その他
178 森平舞台機構（株） 森　健輔 東京都台東区花川戸二丁目１１番２号 市外 その他
197 (株)大和速記情報センター 津田　健司 東京都港区虎ノ門１－１９－１０ 市外 その他
40 ヤンマーエネルギーシステム(株) 玉田　稔 大阪市北区大淀中５丁目１２番３９号 市外 その他
380 （有）ユウセイ 衛藤　清隆 宮崎市大字田吉東前島２２０５－４ 市外 その他
250 （株）レパスト 西　剛平 東京都中央区銀座七丁目１３番８号 市外 その他
560 （株）葵文化 荒木　祐一郎 熊本市西区春日1丁目8-14 市外 その他
531 アズビルあんしんケアサポート（株） 三輪　英俊 東京都大田区山王1丁目3番5号 市外 その他
524 エイチプラスシステム 橋口　若芽 宮崎県児湯郡新富町富田1丁目27番地 市外 その他
526 （株）江口商店 江口　重光 福岡県久留米市長門石2丁目2-61-701 市外 その他
584 （株）エコロ 西　憲五 都城市都北町7403番地 市外 その他
548 （株）エヌ・スピリッツ 松元　重樹 宮崎市小戸町100番地１ 市外 その他
540 ＮＴＴ－ＡＴエムタック（株） 岡田　勝行 東京都新宿区新宿2-13-12 市外 その他
530 沖ウィンテック（株） 紀陸　保史 東京都品川区北品川1-19-4 市外 その他
566 （一社）九州テレコム振興センター 江端　正直 熊本県熊本市中央区桜町4番20号 市外 その他
522 共立サニタリー（株） 井上　喜代治 福岡市東区箱崎ふ頭4-3-10 市外 その他
509 （株）グリーンエコ 篠田　綾美 大阪市中央区安堂寺町1丁目3-12　 市外 その他
514 （株）グリーンハウス 田沼　千秋 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 市外 その他
585 佐川急便（株） 辻尾　敏明 京都市南区上鳥羽角田町68番地 市外 その他
529 三協エアテック（株） 加来　裕生 大阪市北区芝田2丁目5番6号 市外 その他
555 シダックス大新東ヒューマンサービス（株） 遠山　秀徳 東京都調布市調布ヶ丘3丁目6番地3 市外 その他
539 （株）創和 石住　義光 東京都江戸川区篠崎町3丁目33番8号 市外 その他
551 第一法規（株） 田中　英弥 東京都港区南青山2丁目11番17号 市外 その他
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554 大新東（株） 遠山　秀徳 東京都調布市調布ヶ丘3丁目6番地3 市外 その他
534 （株）タクマテクノス 片岡　康精 東京都中央区日本橋本町1丁目5番6号 市外 その他
521 （株）東京商工リサーチ 菊池　昭一 東京都千代田区大手町1-3-1 市外 その他
512 （株）ＴＲＥＳ 松野尾　淳 福岡市博多区博多駅南1丁目8番13号 市外 その他
552 （有）名村度量衡店 名村　一郎 延岡市愛宕町1丁目4番地６ 市外 その他
515 （株）西日本環境 溝口　立子 神戸市長田区長田町7丁目3番2号 市外 その他
538 日機装リューキテクノ（株） 取出　政照 東京都東村山市野口町2丁目16-2 市外 その他
550 （株）日光製作所 日髙　信幸 宮崎県東諸県郡国富町大字宮王丸677番地 市外 その他
575 ハーベスト（株） 脇本　実 横浜市保土ヶ谷区岩間町2丁目120番地 市外 その他
547 （株）ハウツ 吉川　絵美 福岡県大野城市大池2丁目25-3 市外 その他
576 ＰＩテクノ（株） 長岡　紀行 宮崎市橘通東5-4-12 市外 その他
543 フジ地中情報（株） 田村　典行 東京都港区海岸3-20-20 市外 その他
523 （一財）宮崎県公衆衛生センター 太田　英夫 宮崎市霧島１－１－２ 市外 その他
537 （株）ヤマモト 山本　勇 静岡県富士宮市山宮2344番地 市外 その他
546 （有）予防医学研究所 黒木　博文 宮崎市高岡町五町340-1 市外 その他
586 （株）リクルートライフスタイル 冨塚　優 東京都千代田区丸の内1丁目9番2号 市外 その他
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