
（コンサル関係） (令和3年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

461 株式会社アースプラニング 福岡県福岡市博多区昭南町1丁目4番7号 測量 土木設計

207 株式会社あい設計九州支社 福岡県福岡市中央区高砂1丁目11番1号　福岡ゼネラルビル5階 建築設計

768 朝倉コンサルタント株式会社大野城事務所 福岡県大野城市東大利1-13-10 土木設計 測量

311 株式会社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丁目6番6号 土木設計 地質調査

430 株式会社旭鑑定補償 福岡県福岡市中央区白金2丁目11番9号 補償 測量 建築設計

610 朝日航洋株式会社九州空情支社 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目12番1号 測量 土木設計

45 アジアエンヂニアリング株式会社 福岡県福岡市南区清水1丁目14-8 土木設計 測量 地質調査

183 株式会社アジア建設コンサルタント 福岡県福岡市南区大楠2丁目8番13号 土木設計 測量

424 アジア航測株式会社福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目9番2号（八百治センタービル） 測量 土木設計 地質調査

810 アトリエBBS株式会社 福岡県福岡市博多区美野島2-1-31 建築設計

815 株式会社荒木総合計画事務所 福岡県久留米市荒木町白口1593-1 建築設計

609 株式会社Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 福岡県福岡市博多区対馬小路1-21 建築設計 測量 土木設計

503 株式会社イーディシー 福岡県福岡市中央区港1丁目8番4号 測量 土木設計

491 諌山土地家屋調査士事務所 福岡県那珂川市道善2丁目85番地 補償

447 株式会社ウエスコ九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南2-4-11 土木設計 測量 地質調査

165 有限会社梅野設計 福岡県久留米市宮ノ陣4丁目29-11 建築設計

673 エイコー・コンサルタンツ株式会社 福岡県福岡市南区高宮5-10-12 土木設計 測量

66 株式会社永大開発コンサルタント筑紫支店 福岡県筑紫野市針摺中央2丁目8番5号 土木設計 測量

436 株式会社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丁目1番80号　 土木設計 地質調査 測量

805 栄和測量設計株式会社 福岡県福岡市東区香椎駅前二丁目15番1号 測量

286 株式会社エース九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目9番25号 土木設計 地質調査 測量

523 エコーエンヂニアリング株式会社 福岡県福岡市南区清水1丁目14番20号 土木設計 測量

34 株式会社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丁目1番50号 土木設計 測量

136 株式会社エスティ設計 福岡県福岡市中央区大手門2丁目3番11号 建築設計

729 エヌエス環境株式会社九州支店 福岡県福岡市南区井尻2-21-36 土木設計 地質調査

148 株式会社ＮＪＳ九州総合事務所 福岡県福岡市博多区冷泉町10-21 土木設計 建築設計 測量

12 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-26 土木設計 地質調査 測量

705 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社九州事業部 福岡県福岡市博多区東比恵2丁目3番7号 土木設計 測量

567 株式会社エム・ケー・コンサルタント 福岡県福岡市博多区麦野6丁目14番19号 土木設計 測量 地質調査

540 応用地質株式会社九州事務所 福岡県福岡市南区井尻2丁目21番36号 地質調査 土木設計 測量

509 大神設計株式会社 福岡県福岡市南区柏原1丁目4-11 建築設計
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（コンサル関係） (令和3年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

99 大倉測量設計株式会社 福岡県朝倉市屋永4327番地12 測量

235 株式会社オービット大野城支店 福岡県大野城市月の浦1丁目12番1号 土木設計 測量

549 オリジナル設計株式会社福岡事務所 福岡県福岡市博多区博多駅前2-6-12 土木設計 建築設計 測量

90 株式会社春日建設エンジニア 福岡県春日市春日1丁目38番地 測量 土木設計

151 有限会社カナエ企画 福岡県福岡市城南区田島4丁目16番3-101号 土木設計

677 株式会社カミナガ 福岡県福岡市博多区東比恵2丁目7番13号 地質調査 土木設計 測量

756 川崎地質株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目8番34号 地質調査 土木設計 測量

426 株式会社環ヴィトーム福岡設計室 福岡県福岡市南区大橋1丁目2番3号 土木設計 建築設計

93 環境テクノス株式会社福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目10番23号 土木設計 測量

94 株式会社鑑定ソリュート福岡 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目6番1号 補償

435 基礎地盤コンサルタンツ株式会社九州支社 福岡県福岡市早良区原2-16-7 土木設計 地質調査 測量

116 株式会社九建補償コンサルタンツ 福岡県久留米市津福今町404番地224 補償

24 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丁目10番1号 土木設計

241 株式会社九州地質コンサルタント 福岡県福岡市博多区光丘町2丁目3番21号 地質調査 土木設計 測量

280 九州コンサルタント株式会社 福岡県福岡市中央区草香江2丁目2番28号 土木設計 測量 補償

477 九州地理情報株式会社 福岡県福岡市東区青葉2丁目30番1号 測量

588 株式会社九州ジオテック筑紫野支店 福岡県筑紫野市上古賀3丁目12番41号 地質調査 土木設計 測量

618 九州建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社福岡支店 福岡県福岡市早良区次郎丸2丁目1番1号 土木設計

747 九州水工設計株式会社福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番18号3階 土木設計 測量 補償

739 九和設計株式会社 福岡県北九州市八幡西区別所町2番38号 土木設計 建築設計 測量

21 株式会社共栄設計事務所 福岡県福岡市早良区干隈6丁目8番1号 土木設計 測量

137 株式会社共和テック 福岡県久留米市東合川3丁目1番地11 地質調査 土木設計 測量

201 共和航業コンサルタント株式会社 福岡県福岡市南区三宅3丁目1番28号3 土木設計 測量

537 株式会社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丁目11番20号 土木設計 測量 建築設計

92 極水設計株式会社 福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目9番1号 土木設計 測量

313 株式会社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丁目30番4号 土木設計 測量 地質調査

635 株式会社グラン九州春日支店 福岡県春日市春日7丁目18番地 測量 土木設計

529 有限会社グローバルプラン筑紫野営業所 福岡県筑紫野市二日市南4丁目2番7号 土木設計 測量 補償

432 株式会社建設技術センター 福岡県福岡市博多区奈良屋町1番1号 土木設計 測量 地質調査

707 株式会社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 土木設計 建築設計 地質調査
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（コンサル関係） (令和3年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

200 興亜開発株式会社九州支店 福岡県福岡市南区井尻3丁目12番33号 地質調査

350 株式会社孝栄設計コンサルタント 福岡県福岡市南区井尻1丁目36番20号 補償 測量 建築設計

766 株式会社甲山建築設計事務所 福岡県福岡市早良区高取2丁目18-6 建築設計

394 国際航業株式会社福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目6番3号 測量 土木設計 地質調査

175 有限会社国土調査事務所 福岡県福岡市南区曰佐4丁目10番25-306号 測量

283 株式会社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丁目8番17号 土木設計 測量 補償

270 株式会社サニム建築事務所 福岡県福岡市中央区荒戸2丁目3番37号　朝日プラザ西公園101 建築設計

212 産業開発コンサルタント株式会社 福岡県福岡市東区筥松3丁目13番9号 土木設計 地質調査 測量

117 サンコーコンサルタント株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区中洲中島町2番3号 土木設計 地質調査 測量

50 株式会社サンコンサル 福岡県福岡市博多区板付2丁目5番4号 土木設計 測量 補償

327 株式会社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丁目6番28号 土木設計 建築設計 測量

124 株式会社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番7号博多東エースビル5階 補償

193 ジーアンドエスエンジニアリング株式会社 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目24番9号 土木設計 測量 地質調査

652 株式会社シーマコンサルタント 福岡県久留米市高良内町2698番地30 土木設計 測量 補償

31 ＪＲ九州コンサルタンツ株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目1番14号 土木設計 測量 地質調査

826 株式会社ジオ 福岡県福岡市博多区比恵町10番1号 測量 補償 土木設計

601 株式会社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 土木設計 測量

391 有限会社システムプラン 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目2番25号 建築設計

597 株式会社柴田建築設計事務所 福岡県福岡市博多区住吉4-3-31 建築設計

476 シビックアーツコンサルタント株式会社 福岡県福岡市南区野間1丁目27番1号 土木設計 測量 補償

575 写測エンジニアリング株式会社福岡支店 福岡県福岡市博多区上呉服町11番16号 測量 補償 土木設計

396 株式会社昭和建設コンサルタント 福岡県福岡市南区清水1丁目14番20号 土木設計 測量

755 昭和株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区下川端町3番1号 土木設計 測量 補償

490 伸光コンサルタンツ株式会社那珂川支店 福岡県那珂川市道善2丁目85番地 土木設計 測量

285 株式会社新世コンソーシアム 福岡県福岡市南区井尻3丁目22番23号 土木設計 測量 補償

171 新地研工業株式会社 福岡県福岡市東区原田1丁目42番41号 地質調査 土木設計 測量

79 新日本測量設計株式会社 福岡県福岡市博多区竹丘町2丁目1番20号 測量 土木設計

654 新日本グラウト工業株式会社 福岡県福岡市南区清水1丁目15番18号 地質調査 土木設計 測量

505 新和ボーリング工業株式会社 福岡県那珂川市大字埋金801番地3 地質調査

71 株式会社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丁目24番14号トステムビル4階 土木設計 測量 地質調査
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（コンサル関係） (令和3年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

661 株式会社セイコー 福岡県久留米市上津1丁目24番13号 地質調査 土木設計 測量

600 株式会社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 土木設計 測量

460 株式会社設備総合計画 福岡県福岡市南区塩原4-3-7 建築設計

763 セントラルコンサルタント株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目11番28号 土木設計 測量 地質調査

631 株式会社綜企画設計福岡支店 福岡県福岡市博多区美野島2-1-31 建築設計 土木設計

550 株式会社総研企画設計 福岡県福岡市早良区田村4丁目24番34号 土木設計

89 第一復権株式会社 福岡県福岡市南区清水4丁目2番8号 土木設計 測量 地質調査

180 第一総合技術株式会社 福岡県福岡市博多区諸岡1丁目7番25号 土木設計 測量 地質調査

568 株式会社第一技術コンサルタント 福岡県福岡市南区筑紫丘2丁目6番11号 土木設計 測量

438 大栄開発株式会社福岡支店 福岡県福岡市博多区比恵町9番13号　山王日吉ビル 地質調査 土木設計 測量

208 株式会社大建 福岡県福岡市早良区南庄2丁目9番12号 測量 土木設計 補償

603 株式会社大建補償コンサルタント 福岡県福岡市南区井尻3丁目22番23号4階 補償 測量 建築設計

85 株式会社大高開発筑紫支店 福岡県那珂川市大字不入道888番地3 測量 土木設計 補償

737 大正測量設計株式会社那珂川営業所 福岡県那珂川市仲2-10-18 土木設計 測量 補償

628 大成ジオテック株式会社福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目10-17 測量 土木設計 補償

72 大日本コンサルタント株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 土木設計 測量 地質調査

542 株式会社太平設計 福岡県北九州市小倉北区下富野1-6-21 土木設計 測量

368 株式会社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 土木設計 地質調査 測量

591 株式会社太陽設計 福岡県福岡市中央区草香江2丁目1-23 建築設計

636 太洋建設コンサルタント株式会社 福岡県福岡市城南区長尾3丁目29番27号 土木設計 測量 補償

431 株式会社タイヨー設計 福岡県久留米市御井旗崎1丁目3-4 土木設計 測量

248 大和コンサル株式会社大野城営業所 福岡県大野城市平野台4丁目15番22号 土木設計 測量 補償

343 大和リース株式会社福岡支社 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目1番36号 建築設計

694 株式会社匠技術コンサルタント 福岡県福岡市西区周船寺1-6-9 土木設計 建築設計

808 株式会社匠建築研究所 福岡県福岡市中央区那の川2-9-7 建築設計

379 株式会社谷澤総合鑑定所九州支社 福岡県福岡市中央区天神2丁目8番38号 補償 土木設計 建築設計

103 中央開発株式会社九州支社 福岡県福岡市城南区鳥飼6-3-27 土木設計 地質調査 測量

146 株式会社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丁目2番8号　住友生命博多ビル12階 土木設計 建築設計 測量

735 中央コンサルタンツ株式会社福岡支店 福岡県福岡市博多区冷泉町2番1号 土木設計 測量 地質調査

528 株式会社翼設備計画 福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-10 建築設計

- 4 -



（コンサル関係） (令和3年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

552 株式会社テクノ 福岡県久留米市東合川3-1-21 土木設計 補償 測量

5 株式会社テクノ大地 福岡県久留米市大善寺町夜明1023番地 地質調査 測量

423 株式会社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丁目21番9号 建築設計

452 株式会社傳設計 福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目6番13号 建築設計

143 東亜建設技術株式会社 福岡県福岡市西区西の丘1丁目7番1号 測量 土木設計 建築設計

387 株式会社東亜建設コンサルタント福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目10-15　アトルビル2F 土木設計 測量 地質調査

687 東亜コンサルタント株式会社福岡支店 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 土木設計 測量

547 株式会社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丁目20番1号　大博多ビル 土木設計 建築設計 測量

577 株式会社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 土木設計

736 株式会社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 測量 建築設計

135 藤福システム株式会社 福岡県福岡市中央区天神3丁目10番32-603号 土木設計 測量

48 株式会社東洋技術コンサルタンツ 福岡県福岡市中央区平尾2丁目9番8号 土木設計 測量

474 東洋コンサルタント株式会社 福岡県朝倉郡筑前町松延796番地37 補償

206 東和環境科学株式会社九州支社 福岡県福岡市東区東浜1丁目5番12号 土木設計 測量 補償

770 株式会社トーホー設備設計 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目19番22号 建築設計

57 株式会社トキワ・シビル春日営業所 福岡県春日市伯玄町2-27-1-802 土木設計 測量

354 都市企画センター株式会社 福岡県福岡市南区寺塚1丁目15番9号 土木設計 測量

462 土地家屋調査士　平山裕士事務所 福岡県筑紫野市二日市中央5丁目3番16号 測量 補償

263 豊福設計株式会社福岡本社 福岡県福岡市城南区別府4-4-4 土木設計 測量

58 内外エンジニアリング株式会社福岡支社 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目20番3号 土木設計 測量

104 株式会社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丁目14番16号（博多駅前センタービル） 建築設計

385 株式会社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丁目6番4号 土木設計 測量 補償

170 株式会社西島建築設計事務所 福岡県福岡市中央区笹丘1丁目17-29 建築設計

295 西鉄シー・イー・コンサルタント株式会社 福岡県福岡市南区大橋2丁目8番1号 土木設計 測量

42 西日本建技株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番6号 土木設計 測量

373 西日本地研株式会社 福岡県福岡市中央区高砂2-6-18 地質調査 測量

422 西日本・開発コーポレーション株式会社 福岡県福岡市中央区薬院3丁目13番23号 土木設計 測量

444 株式会社西日本ソイルコンサルタント 福岡県福岡市東区原田3丁目2番4号 地質調査

706 西日本技術開発株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通1-1-1 土木設計 建築設計 地質調査

571 ニシム電子工業株式会社福岡支店 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目9番22号 建築設計
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（コンサル関係） (令和3年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

83 株式会社ニチボー 福岡県福岡市博多区板付4-7-28 地質調査

142 ニチレキ株式会社九州支店 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭2-3-17 測量 土木設計

412 株式会社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番23号（朝日生命福岡昭和通ビル） 土木設計 建築設計 測量

294 株式会社日さく九州営業所 福岡県福岡市博多区那珂3丁目21番29号 地質調査 土木設計

570 株式会社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東1丁目18番25号 土木設計 建築設計 地質調査

534 株式会社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丁目9番13号 土木設計 測量

541 株式会社日進開発工業 福岡県久留米市北野町稲数726-2 地質調査

496 株式会社日水コン九州支所 福岡県福岡市博多区祇園町7番20号（博多祇園センタープレイス） 土木設計 測量 建築設計

468 株式会社日設コンサルタント 福岡県福岡市博多区中呉服町1番22号 土木設計 測量 地質調査

397 日鉄鉱コンサルタント株式会社九州本社 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目6番23号 土木設計 地質調査 測量

427 日本インフラマネジメント株式会社 岡山県岡山市北区田益1388番地の7 土木設計 測量 地質調査

718 日本基礎技術株式会社九州支店 福岡県福岡市南区長丘5丁目28番6号 地質調査 土木設計

693 日本工営株式会社福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵1丁目2番12号 土木設計 地質調査

538 日本水工設計株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号 土木設計 建築設計 測量

179 日本地研株式会社 福岡県福岡市博多区諸岡5丁目25番25号 地質調査 土木設計 測量

291 株式会社日本電子 福岡県福岡市南区折立町5番59号 土木設計

131 株式会社ニュージェック九州支店 福岡県福岡市中央区天神2丁目8番30 土木設計 建築設計 測量

508 パシフィックコンサルタンツ株式会社九州支社 福岡県福岡市博多区博多駅中央街7番21号 土木設計 建築設計 地質調査

320 株式会社パスコ福岡支店 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目5番2号 測量 土木設計 建築設計

409 株式会社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 土木設計 測量

807 福岡測量株式会社 福岡県福岡市中央区清川2-12-27 測量

382 福岡水道設計株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目22番2号 土木設計 測量

637 福岡建設コンサルタント株式会社 福岡県福岡市博多区諸岡1丁目7番25号 土木設計 測量 地質調査

632 福高総合技術コンサルタント株式会社 福岡県福岡市博多区中洲中島町4番23号 測量 補償

302 不二グラウト工業株式会社 福岡県福岡市西区小戸3丁目50番20号 地質調査

155 株式会社富士総合技術コンサルタント 福岡県福岡市東区下原1丁目15番20号 土木設計 測量

356 株式会社フタバ設計春日営業所 福岡県春日市天神山4-115 土木設計 測量 建築設計

217 株式会社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番18号 補償 建築設計 測量

221 株式会社不動エンジニアリング　 福岡県福岡市博多区光丘町2丁目2番20号 土木設計 測量

420 冨洋設計株式会社九州支社 福岡県福岡市中央区天神5丁目7番3号 土木設計 建築設計 測量
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（コンサル関係） (令和3年4月1日現在)

登録番号 商号又は名称 住所 第１希望 第２希望 第３希望

517 平成地研株式会社 福岡県福岡市博多区諸岡1丁目7番25号 地質調査 土木設計

501 平和総合コンサルタント株式会社福岡支店 福岡県福岡市南区高木2丁目2番22号 補償 土木設計

277 マサキ測量設計株式会社 福岡県直方市大字感田720-1 土木設計 測量 補償

469 株式会社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丁目6番28号 土木設計 補償 測量

634 株式会社松尾設計福岡事務所 福岡県福岡市南区市崎1-2-8-203 土木設計 測量

459 株式会社みずほ不動産鑑定所 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目2番4号福岡舞鶴ﾋﾞﾙ6階 補償

803 株式会社みずほ不動産鑑定所 福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目2番4号　福岡舞鶴ビル6階 補償

692 三共測量設計株式会社福岡営業所 福岡県福岡市南区井尻1-8-1 測量 補償

267 明治コンサルタント株式会社九州支店 福岡県福岡市博多区豊1丁目8番29号 地質調査 土木設計 測量

86 メック株式会社 福岡県福岡市早良区百道浜2丁目3番33号 土木設計

492 八千代エンジニヤリング株式会社九州支店 福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1番5号 土木設計 地質調査 測量

830 株式会社優輝総合コンサル 福岡県福岡市博多区昭南町2-3-8 補償 測量 建築設計

625 株式会社Ｕ・Ｔ・エンジニアリング 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目8-35 土木設計 測量

49 ユニオン設計株式会社 福岡県福岡市中央区薬院1丁目6番5号 建築設計

596 芳野測量設計株式会社 福岡県福岡市東区箱崎7-5-8 補償 測量

544 ライト工業株式会社九州統括支店 福岡県福岡市博多区堅粕1-28-44 地質調査 土木設計

579 株式会社ランドプラン 福岡県福岡市南区曰佐5丁目15番24号 土木設計

589 株式会社ワールドプランニング福岡支店 福岡県太宰府市朱雀5丁目5-23 土木設計 測量

185 株式会社和晃地質コンサルタント 福岡県福岡市城南区西片江2丁目7番11号 地質調査 土木設計

783 株式会社蟻ノ塔設計事務所 福岡市中央区桜坂3丁目8-1 建築設計

792 フジ地中情報株式会社 九州支店 福岡市南区横手1-12-48 土木設計 測量

782 三井総合設計 福岡県久留米市西町373番地14 建築設計
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