
(コンサル関係) (令和4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

20134 株式会社アースプラニング 福岡市博多区昭南町１丁目４番７号 測量 土木設計

20069 アーバンテクノ株式会社 福岡県福岡市中央区薬院三丁目13番23号 土木設計 測量

20097 株式会社アーバンプラン 福岡県久留米市津福今町404番地224 補償

20014 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

20127 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 補償

20182 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

20136 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

20053 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

20110 アジアエンヂニアリング株式会社 福岡市南区清水1丁目14－8 土木設計 測量 地質調査

20135 株式会社アジア建設コンサルタント 福岡市南区大楠２丁目８番１３号 土木設計 測量

20139 アジア航測株式会社 福岡支店 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

20021 アトリエＢＢＳ株式会社 福岡市博多区美野島２－１－３１ 建築設計

20153 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

20109 株式会社　蟻ノ塔設計事務所 福岡県福岡市中央区桜坂3丁目8-1 建築設計

20123 株式会社Ｅ－ＳＹＳＴＥＭ 福岡県福岡市博多区対馬小路1-21 土木設計 測量 建築設計

20030 株式会社イーディシー 福岡市中央区港1丁目8番4号 測量 土木設計

20192 諫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

20031 Ｅ－ｔｅｃｓコンサルタント株式会社 福岡本社 福岡県福岡市城南区別府4-4-4 土木設計 測量

20062 株式会社ウエスコ 筑紫営業所 那珂川市松原2-10-408 土木設計 測量 地質調査

20124 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

20039 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

20108 株式会社エイト日本技術開発 九州支社 福岡市博多区住吉三丁目1番80号 土木設計 地質調査 測量

20024 栄和測量設計　株式会社 福岡市東区香椎駅前二丁目１５番１号 測量 補償

20065 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

20094 エコーエンヂニアリング株式会社 福岡市南区清水一丁目１４番２０号 土木設計 測量

- 1 -



(コンサル関係) (令和4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

20119 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一丁目１番５０号 土木設計 測量

20012 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

20166 エヌエス環境株式会社 九州支店 福岡市博多区相生町3-2-3 土木設計 地質調査

20018 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

20106 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

20159 株式会社エム・ケー・コンサルタント 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

20194 応用地質株式会社 九州事務所 福岡市博多区住吉3丁目1番80号オヌキ新博多ビル3階 地質調査 土木設計 測量

20042 大神設計株式会社 福岡市南区柏原1丁目4-11 建築設計

20011 大倉測量設計株式会社 福岡県朝倉市屋永4327番地の12 測量 補償

20084 株式会社オービット 大野城支店 大野城市月の浦１丁目１２番１号 測量 土木設計

20096 オリジナル設計株式会社 福岡事務所 福岡市博多区博多駅前２－６－１２ 土木設計 建築設計 測量

20160 株式会社海渡設計 福岡県福岡市東区名島二丁目２番８号 土木設計 建築設計 測量

20046 株式会社春日建設エンジニア 福岡県春日市春日一丁目38番地 測量 土木設計

20057 有限会社カナエ企画 福岡市城南区田島4丁目16番3-101号 土木設計

20112 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

20121 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一丁目8番34号 地質調査 土木設計 測量

20156 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 測量 建築設計

20002 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

20005 株式会社　鑑定ソリュート福岡 福岡市博多区博多駅東2丁目6番1号 補償

20044 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 九州支社 福岡市早良区原２－１６－７ 土木設計 地質調査 測量

20001 一般財団法人九州環境管理協会 福岡市東区松香台一丁目10番1号 土木設計

20130 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 建築設計

20041 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１丁目１番１７号 土木設計 測量

20118 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

20151 九州水工設計　株式会社 福岡支店 福岡市博多区博多駅前三丁目27番18号3階 土木設計 測量 補償
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20103 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

20095 九州地理情報株式会社 福岡県福岡市東区青葉二丁目３０番１号 測量

20149 九和設計株式会社 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

20029 株式会社　共栄設計事務所 福岡市早良区干隈６丁目８番１号 土木設計 測量

20067 共和航業コンサルタント株式会社 福岡市南区三宅3丁目1番28号3 土木設計 測量

20068 株式会社協和コンサルタンツ 九州支社 福岡市中央区天神三丁目11番20号 土木設計 測量 建築設計

20047 株式会社共和テック 福岡県久留米市東合川三丁目1番地11 地質調査 土木設計 測量

20006 極水設計株式会社 福岡県福岡市東区香椎駅前二丁目9番1号 土木設計 測量

20101 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

20171 株式会社グラン九州 株式会社グラン九州　筑紫支店 大野城市栄町三丁目1番24号 測量 土木設計

20035 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 測量 土木設計 補償

20020 株式会社建設技術研究所 九州支社 福岡市中央区大名2-4-12 土木設計 建築設計 地質調査

20043 株式会社建設技術センター 福岡市博多区奈良屋町１番１号 土木設計 測量 地質調査

20040 興亜開発株式会社 九州支店 福岡市南区井尻三丁目１２番３３号 地質調査

20133 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一丁目３６番２０号 補償 測量 建築設計

20099 国際航業株式会社 福岡支店 福岡市博多区博多駅東三丁目６番３号 測量 土木設計 地質調査

20076 株式会社吾水総合コンサルタント 福岡支店 福岡市博多区東光２丁目８番１７号 土木設計 測量 補償

20189 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

20015 サンコーコンサルタント株式会社 九州支社 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

20066 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

20083 株式会社三水コンサルタント 西部支社 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

20111 株式会社三和綜合コンサル 九州支店 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

20032 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

20117 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

20113 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一丁目1番14号 土木設計 建築設計 測量

- 3 -



(コンサル関係) (令和4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

20185 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

20016 株式会社ジオシステム 福岡市博多区竹下五丁目19番22号 地質調査

20178 株式会社ジオテック技術士事務所 福岡市南区清水4-22-1 地質調査 土木設計 測量

20143 有限会社　システムプラン 福岡市中央区渡辺通4-2-25 建築設計

20022 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丁目3-31 建築設計

20033 シビックアーツコンサルタント株式会社 福岡市南区塩原4丁目5番29号 土木設計 測量 補償

20034 写測エンジニアリング株式会社 福岡支店 福岡市博多区上呉服町１１番１６号 測量 補償 土木設計

20164 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

20064 株式会社昭和建設コンサルタント 福岡市南区清水１丁目１４番２０ 土木設計 測量

20054 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

20162 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

20026 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

20077 新日本グラウト工業株式会社 福岡市南区清水1丁目15番18号 地質調査 土木設計 測量

20126 新日本測量設計株式会社 福岡県福岡市博多区竹丘町二丁目１番20号 測量 土木設計

20028 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四丁目２４番１４号トステムビル４階 土木設計 測量 地質調査

20188 株式会社セイコー 福岡県久留米市上津町1874 地質調査 土木設計 測量

20172 株式会社西部技術コンサルタント 福岡市博多区博多駅南４丁目１８番１２号 土木設計 測量

20116 株式会社設備総合計画 福岡市南区塩原４丁目３－７ 建築設計

20170 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2丁目14番1号 土木設計 測量 地質調査

20167 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

20146 株式会社総研企画設計 福岡市早良区田村４丁目２４番３４号 土木設計

20081 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

20027 第一総合技術株式会社 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

20169 第一復建株式会社 福岡市博多区上牟田一丁目１７番９号 土木設計 地質調査 補償

20056 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
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20019 株式会社　大建 福岡県福岡市早良区南庄２丁目９番１２号 建築設計 土木設計 測量

20174 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

20128 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

20186 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

20074 大成ジオテック株式会社 福岡支店 福岡市博多区博多駅南１丁目１０－１７ 測量 土木設計 補償

20157 大日本コンサルタント株式会社 九州支社 福岡市博多区東比恵４丁目２番１０号 土木設計 測量 地質調査

20075 株式会社　太平設計 福岡事務所 福岡市東区馬出1-21-18モトシゲビル205号 土木設計 測量

20148 株式会社ダイヤコンサルタント 福岡事務所 福岡県福岡市博多区千代５丁目３番１９号 土木設計 地質調査 測量

20168 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三丁目２９番２７号 土木設計 測量 補償

20137 株式会社太陽設計 福岡市中央区草香江2丁目1番23号 建築設計

20150 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番4号 土木設計 測量

20089 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

20120 大和リース株式会社 福岡支社 福岡市中央区渡辺通４丁目１番３６号 建築設計

20052 株式会社匠技術コンサルタント 福岡市西区周船寺1-6-9 建築設計 土木設計

20010 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

20144 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

20114 中央コンサルタンツ株式会社 福岡支店 福岡市博多区冷泉町2番1号 土木設計 測量 地質調査

20093 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上呉服町12番33号 土木設計 建築設計 測量

20183 株式会社翼設備計画 福岡市中央区舞鶴3-1-10 建築設計

20055 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

20078 株式会社手島建築設計事務所 福岡本社 福岡市中央区清川3丁目21番9号 建築設計

20158 株式会社傳設計 福岡市中央区舞鶴一丁目６番１３号 建築設計

20023 東亜建設技術株式会社 福岡市西区西の丘一丁目７番１号 土木設計 測量 建築設計

20173 株式会社東亜建設コンサルタント 福岡支店 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 地質調査 測量

20179 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
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(コンサル関係) (令和4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

20048 株式会社東京建設コンサルタント 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丁目１２番３号 土木設計

20071 株式会社東京設計事務所 九州支社 福岡市博多区博多駅前二丁目２０番１号大博多ビル 土木設計 建築設計 測量

20187 株式会社東京ソイルリサーチ 九州支店 福岡市博多区博多駅南5丁目8番40号 地質調査 測量

20092 藤福システム株式会社 福岡県福岡市博多区寿町2丁目5-13 土木設計 測量

20098 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

20131 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

20155 東和環境科学株式会社 九州支店 福岡県福岡市東区東浜一丁目５番１２号 土木設計 測量 補償

20165 株式会社トーホー設備設計 福岡市博多区博多駅南三丁目19番22号 建築設計

20003 株式会社トキワ・シビル 春日営業所 春日市伯玄町2-27-1-802 土木設計 測量

20087 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

20058 内外エンジニアリング株式会社 福岡支社 福岡市博多区博多駅南３丁目２０番３号 土木設計 測量

20017 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

20051 ナガタ調査設計 福岡県大野城市下大利1-18-16-202 地質調査 土木設計

20161 中日本建設コンサルタント株式会社 九州事務所 福岡市博多区博多駅南一丁目４番４号 土木設計 地質調査 測量

20104 株式会社中庭測量コンサルタント 福岡支社 福岡市中央区高砂二丁目６番４号 土木設計 測量 補償

20163 株式会社西島建築設計事務所 福岡市中央区笹丘1丁目17-29 建築設計

20086 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二丁目８番１号 土木設計 測量

20122 西日本技術開発株式会社 福岡市中央区渡辺通1-1-1 土木設計 建築設計 地質調査

20190 西日本建技株式会社 福岡市博多区博多駅東１丁目13番6号 土木設計 測量

20025 株式会社　西日本ソイルコンサルタント 福岡市東区原田３丁目２番４号 地質調査

20152 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

20140 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

20193 株式会社ニチボー 福岡市博多区板付４－７－２８ 地質調査

20125 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丁目３番17 土木設計 測量 地質調査

20107 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 地質調査 測量
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(コンサル関係) (令和4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

20082 株式会社日さく 九州営業所 福岡市博多区那珂3丁目21番29号 地質調査 土木設計

20176 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一丁目18番25号 土木設計 建築設計 地質調査

20145 株式会社日新技術コンサルタント 九州事務所 福岡市博多区博多駅東２丁目９番１３号 土木設計 測量

20090 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

20132 株式会社日設コンサルタント 福岡市博多区中呉服町1番22号 土木設計 測量 地質調査

20105 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二丁目6番23号 土木設計 地質調査 測量

20154 株式会社日本インシーク 九州支社 福岡市博多区博多駅東一丁目１８番２５号 土木設計 地質調査 測量

20060 日本インフラマネジメント株式会社 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目8番15号 土木設計 測量 地質調査

20141 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

20100 日本工営株式会社 福岡支店 福岡市博多区東比恵一丁目２番１２号 土木設計 地質調査

20049 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

20085 日本地研株式会社 福岡市博多区諸岡五丁目25番25号 地質調査 土木設計 測量

20177 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

20009 株式会社ニュージェック 九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目14番1号 土木設計 建築設計 測量

20191 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

20115 株式会社パスコ 福岡支店 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

20180 福岡建設コンサルタント株式会社 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

20129 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

20007 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4-23 測量 補償

20142 株式会社富士総合技術コンサルタント 福岡市東区下原1丁目15番20号 土木設計 測量

20091 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

20175 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

20079 株式会社福起設計コンサルタント 福岡市博多区奈良屋町１１番１８号 補償 建築設計 測量

20008 株式会社不動エンジニアリング 大野城事務所 福岡県大野城市筒井３丁目１５番１５号 土木設計 測量

20088 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4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

20147 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

20063 マサキ測量設計株式会社 福岡県直方市大字感田７２０番地の１ 土木設計 測量 補償

20036 株式会社　間瀬コンサルタント 福岡支店 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

20102 株式会社松尾設計 福岡事務所 福岡市南区市崎１－２－８－２０３ 土木設計 測量

20072 株式会社松澤建築設計事務所 福岡市中央区港２丁目２－１１－２F 建築設計

20050 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　福岡舞鶴ビル6階 補償

20070 三井共同建設コンサルタント株式会社 九州支社 福岡市博多区博多駅東二丁目14番1号 土木設計 測量 地質調査

20080 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博多駅東3丁目6番3号 土木設計 地質調査 測量

20181 メック株式会社 福岡県福岡市早良区百道浜二丁目３番３３号 土木設計

20061 八千代エンジニヤリング　株式会社 九州支店 福岡市中央区荒戸二丁目１番５号 土木設計 地質調査 測量

20013 有限会社　梅野設計 福岡県久留米市宮ノ陣四丁目29番11号 建築設計

20045 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

20059 芳野測量設計株式会社 福岡市東区箱崎七丁目５番８号 補償 測量

20038 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

20073 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

20004 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

20037 株式会社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 建築設計

20138 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

20184 株式会社和田設計 福岡県福岡市中央区高砂２丁目２３番１２号 建築設計
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