一般社団法人 福島県測量設計業協会

会

員

名

簿

〒960-8061 福島市五月町4番25号(福島県建設センター6F)
☎ (024) 523-1728 FAX (024) 523-1729

会 長
皆川 雅文
専務理事 佐藤 善治
会

社

名

副会長 木町 元康
副会長 安藤 浩規
員外監事
伊藤 吉治 （公認会計士）
代表者名

副会長 阿部 充宏

(令和4年11月1日現在)
所在地および電話番号

県北支部(19)
旭測地㈱

二階堂 常聡

〒960-8003 福島市森合字東上古屋20

☎(024)556-1313 FAX(024)556-1335
理 事

㈱阿部測量設計事務所

菊池 幸治

〒960-8073 福島市南中央一丁目77番地
☎(024)534-4024 FAX(024)534-4023

副会長
支部長

㈲安藤測量設計事務所

安藤 浩規

〒960-8141 福島市渡利字鳥谷下町88

☎(024)521-1335 FAX(024)521-1336
㈲県北測量設計事務所

佐原 光洋

〒960-0684 伊達市保原町上保原字向台1番地54

☎(024)576-2862 FAX(024)575-2967
㈲児玉測量事務所

児玉 史朗

〒960-8057 福島市笹木野字町裏27の13

☎(024)557-3351 FAX(024)556-0535
㈱佐藤測量設計

佐藤 克宏

〒960-0241 福島市笹谷字下成出21-10

☎(024)557-8375 FAX(024)557-9607
㈲信夫コンサルタント

新野 勝夫

〒960-0231 福島市飯坂町平野字三角田9の7

☎(024)542-1231 FAX(024)542-8532
監 事

㈱エースコンサルタント

安斎 善信

〒960-8251 福島市北沢又字下台14-8

☎(024)563-7795 FAX(024)563-7796
㈱大栄測地

武藤 達也

〒960-1241 福島市松川町字天王原111の1

☎(024)567-5065 FAX(024)567-5063
東邦測地㈲

鈴木 直子

〒960-8163 福島市方木田字吉ノ内48の1

☎(024)546-3366 FAX(024)546-4682
渡辺エンジニアリング㈱

重野 龍勇

〒960-8055 福島市野田町七丁目4-69

☎(024)535-2221 FAX(024)535-7788
㈲武藤測量事務所

武藤 一弘

〒969-1404 二本松市油井字道田51の4

☎(0243)22-5382 FAX(0243)22-5367
㈱渡辺コンサルタンツ

渡邉 敬藏

〒960-8164 福島市八木田字神明94-1

☎(024)545-7684 FAX(024)545-7685
㈲岡﨑測量

三瓶 信雄

〒960-0678 伊達市保原町字京門34－5番地

☎(024)576-6756 FAX(024)563-5011
西友測量設計㈱

梅津 勝典

〒960-2261 福島市町庭坂字清水７番地

☎(024)536-7900 FAX(024)536-5947
㈲御堂測量設計事務所

斎藤 輝雄

〒960-1101 福島市大森字久保内90番地の３

☎(024)546-8635 FAX(024)546-8654
㈱東昇コンサルタント

鈴木 朝裕

〒964-0905 二本松市松岡199番地10

☎(0243)24-7111 FAX(0243)24-7117
㈱東日本エンジニアリング

阿部 忠宏

〒960-8073 福島市南中央三丁目13番地の3

☎(024)535-7822 FAX(024)535-7823
㈲広和測地

鈴木

聖

〒960-1107 福島市上鳥渡字しのぶ台６２番地の７

☎(024)593-6126 FAX(024)593-6129

会

社

名

代表者名

所在地および電話番号

県中支部(18)
㈱あさかエンジニアリング

増渕 友哉

〒963-0111 郡山市安積町荒井字田中屋敷11

☎(024)945-8250 FAX(024)946-0900
副会長
理 事

阿部測量㈱

阿部 充宏

〒963-8014 郡山市虎丸町21-14

☎(024)933-2585 FAX(024)922-5005
㈱開成測量設計社

今野 辰哉

〒963-8851 郡山市開成二丁目5-12

☎(024)935-6300 FAX(024)922-8437
㈱建設相互測地社

安孫子 健一

〒963-8026 郡山市並木四丁目12-18

☎(024)923-5777 FAX(024)939-5266
㈲県南測量設計センター

土井 將照

〒963-8861 郡山市鶴見坦一丁目6番34号

☎(024)933-8721 FAX(024)933-8723
㈱郡山測量設計社

野中 春夫

〒963-8041 郡山市富田町字十文字54の3

☎(024)952-5200 FAX(024)952-5203
昭和技術設計㈱

渡辺 和明

〒963-0207 郡山市鳴神一丁目86

☎(024)952-7200 FAX(024)952-7755
㈱大進精測

人見 達男

〒963-0232 郡山市静西二丁目51番地

☎(024)961-5158 FAX(024)961-5145
㈱東日路政コンサルタント

清野 広江

〒963-8025 郡山市桑野五丁目15番9

☎(024)932-7921 FAX(024)932-7918
㈱都市開発設計

野口 隆夫

〒963-8061 郡山市富久山町福原字宝田77番地3

☎(024)983-7181 FAX(024)983-7183
㈱日本技術ガイドセンター

渡 辺

悟

〒963-0101 郡山市安積町日出山一丁目83

☎(024)944-0030 FAX(024)944-2632
日本技術設計コンサルタント㈱

鷹箸 敏春

〒963-0102 郡山市安積町笹川字荒池渕1の4

☎(024)946-9231 FAX(024)946-9235
理事

㈱日本測地コンサルタント

小池 保弘

〒963-8025 郡山市桑野二丁目17-12

☎(024)923-0003 FAX(024)933-3872
陸奥テックコンサルタント㈱

伊藤 清郷

〒963-8011 郡山市若葉町17-18

☎(024)922-2229 FAX(024)933-4138
㈱み・らいとコンサルティング

降矢 正美

〒963-8024 郡山市朝日一丁目13番２号

☎(024)931-6987 FAX(024)931-3901
監事

㈱ミモリ技建

小椋 雄一

〒963-8041 郡山市富田町字舘南61番地3

☎(024)961-0046 FAX(024)961-3108
㈱新和調査設計

湯澤 洋一郎

〒963-8016 郡山市豊田町4番12号

☎(024)934-5311 FAX(024)934-5316
㈱都市技術

林

雅人

〒963-8042 郡山市不動前一丁目１番地

☎(024)923-3488 FAX(024)923-3886

会

社

名

代表者名

所在地および電話番号

県南支部(4)
理 事
支部長

㈱菊地測量設計

鈴木 俊雄

〒961-0974 白河市北堀切38

☎(0248)23-4270 FAX(0248)23-4250
㈱建協測量設計

小柳 秀一

〒961-0993 白河市中山南5-40

☎(0248)23-1011 FAX(0248)23-1013
太陽測量設計㈱

池邉 久光

〒961-0047 白河市八竜神117-4番地

☎(0248)23-3802 FAX(0248)23-3833
㈱藤建技術設計センター

近藤 松一

〒963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野65

☎(0247)33-2464 FAX(0247)33-2473
会津若松支部(8)
㈱会津総合企画

福井 達男

〒965-0024 会津若松市白虎町102-24

☎(0242)22-0136 FAX(0242)22-0137
㈱共和測量設計

大関 光衛

〒965-0021 会津若松市山見町313

☎(0242)22-8493 FAX(0242)22-8494
理 事
支部長

㈱ダイエツ

大塚 修一

〒965-0831 会津若松市表町2-53

☎(0242)26-1253 FAX(0242)26-1297
日本精測㈱

佐藤 光信

〒965-0876 会津若松市山鹿町1-10

☎(0242)26-3269 FAX(0242)28-6428
㈱ヤマト測量設計

本名 英昭

〒965-0805 会津若松市天寧寺町5番10号

☎(0242)27-3813 FAX(0242)27-3825
若松測量設計㈱

大橋 哲男

〒965-0857 会津若松市柳原町2丁目8-31
☎(0242)27-7049 FAＸ(0242)27-7448

柳津測量設計㈱

増井 良一

〒969-7209 河沼郡柳津町大字細八字下平22

☎(0241)42-3387 FAX(0241)42-3430
㈱会津技術コンサルタント

佐藤 修一

〒965-0825 会津若松市門田町大字黒岩字若宮21番地2

☎(0242）27-7737 FAX(0242）27-9252
喜多方支部（3）
㈱コウキコンサルタント

星

啓 介

〒966-0902 喜多方市松山町村松字小荒井道西405の10

☎(0241)24-2701 FAX(0241)24-2700
㈱山中測量設計事務所

高橋 善秋

〒966-0896 喜多方市字諏訪239

☎(0241)22-5175 FAX(0241)23-1488
理 事
支部長

㈱光進都市コンサルタント

飯塚 幸知

〒969-3527 喜多方市塩川町御殿場６丁目140

☎(0241)27-4849 FAX(0241)27-8758

会

社

名

代表者名

所在地および電話番号

南会津支部(3)
大竹測量設計㈱

鈴木 盛浩

〒967-0013 南会津郡南会津町関本字下休場733
☎(0241)66-2227 FAX(0241)66-2571

㈱皆川測量

皆川 雅文

〒967-0004 南会津郡南会津町田島字大坪19
☎(0241)63-1000 FAX(0241)63-1001

㈱西部コンサルタント

鵜川 久吉

〒967-0611 南会津郡南会津町山口字六十苅451番地
☎(0241)72-2013 FAX(0241)72-2940

赤津測量設計㈱

赤津

〒974-8233 いわき市錦町中央二丁目11-12
☎(0246)62-3305 FAX(0246)62-3308

㈱東コンサルタント

吉田 善次郎

〒970-8026 いわき市平字正内町101
☎(0246)23-8424 FAX(0246)23-2889

㈱いわきコンサルタント

猪狩 圭司

〒970-1151 いわき市好間町下好間字渋井61
☎(0246)36-6226 FAX(0246)36-6229

㈱佐藤コンサルタント

佐藤

〒970-8036 いわき市平谷川瀬字吉野作77
☎(0246)23-9898 FAX(0246)23-9882

㈱地質基礎

平山 清重

〒972-8311 いわき市常磐水野谷町亀ノ尾１７１番地
☎(0246)88-8810 FAX（0246)88-8860

理 事

日栄地質測量設計㈱

高橋

〒970-8026 いわき市平字作町一丁目3-2
☎(0246)21-3111 FAX(0246)21-3693

副会長
支部長

㈱東日本建設コンサルタント

木町 元康

〒974-8261 いわき市植田町林内26の5
☎(0246)63-6063 FAX(0246)63-6752

フタバコンサルタント㈱

阿部 好則

〒970-1153 いわき市好間町上好間字岸12の3
☎(0246)36-6781 FAX(0246)36-6670

松田測量設計㈱

松田 剛志

〒970-8026 いわき市平字三倉69番地の6
☎(0246)22-0344 FAX(0246)22-0439

㈱ヨウタ

比佐

武

〒973-8411 いわき市小島町三丁目12－2
☎(0246)26-4183 FAX(0246)26-4186

パイオニア設計㈱

鈴木

恵

〒973-8402 いわき市内郷御厩町下宿１番地
☎(0246)26-3750 FAX(0246)27-5521

会 長
支部長

いわき支部(11)
茂

昇

肇

相双支部(5)
理 事
支部長

㈱福建コンサルタント

天野 賀夫

〒975-0038 南相馬市原町区日の出町528
☎(0244)24-1311 FAX(0244)24-4985

㈱船橋コンサルタント

船橋 信康

〒975-0033 南相馬市原町区高見町1-65-1
☎(0244)24-2351 FAX(0244)24-5862

㈱ふたば

遠藤 秀文

〒979-1113 双葉郡富岡町曲田55番地
（〒963-0107 郡山市安積三丁目157-2）
（☎(024)954-3832 FAX(024)954-3835）

㈱大和田測量設計

大和田 幹雄

〒979-0406 双葉郡広野町大字上浅見川字山崎50－4
☎(0240)27-4151 FAX(0240)27-4875

㈲中西測量設計

中 西 總一郎

〒979-1521 双葉郡浪江町大字田尻字東畑92番地
（〒964-0927 二本松市石畑46-1）
☎(0243)24-1911 FAX(0243)23-2364）
計70社

