
中部地質調査業協会　協会員名簿

中部地質調査業協会　賛助会員名簿
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小川　博之

武藤　英教

広瀬　義純

澤田　哲郎

谷川　正志

西岡　吉彦

成瀬　文宏

阿部　卓也

駒田　好孝

片岡　　泰

黒田　了介

遠藤　喜德

桑山　正勝

小野　　優

佐藤　威臣

竹田　洋一

清水　守人

松浦　好樹

森崎　祐治

妹尾　俊美

中山　宏史

水間　昭滋

米田　茂夫

大久保　卓

高須　邦彦

田部井伸夫

西川　一弥

佐藤　安英

土屋　京二

朝倉　堅五

名古屋市北区上飯田南町2-45-1

名古屋市北区黒川本通4-32-1

名古屋市中区伊勢山1-1-1

岐阜市須賀4-17-16

名古屋市守山区瀬古東2-907

名古屋市名東区高社1-266　ラウンドスポット一社5Ｆ

名古屋市西区菊井2-14-24

岐阜市下奈良2-5-1

松阪市郷津町166-8

名古屋市昭和区雪見町1-14

静岡市駿河区下川原5-4-5

静岡市清水区長崎新田123

名古屋市天白区井口2-407

岐阜市中鶉4-11

名古屋市中区栄2-3-16  伏見コンビル

名古屋市中村区椿町21-2　第2太閤ビル

名古屋市中村区名駅南1-1-12

静岡市葵区唐瀬1-17-34

三島市多呂128

名古屋市名東区つつじが丘609

岐阜市今嶺4-3-7　メディア1　１Ｆ

豊田市八草町荒山1251-2

名古屋市熱田区金山町1-6-12

名古屋市中川区八剱町4-28-1

豊橋市往完町字往還西19

名古屋市東区東桜2-17-14　新栄町ビル

名古屋市中村区牛田通2-16

名古屋市千種区新池町4-55

沼津市末広町274

岐阜市青柳町2-10
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（株）東海環境エンジニア

（株）東海建設コンサルタント

東海ジオテック（株）

東海地質工学（株）

（株）東海テクノス

（株）東京ソイルリサーチ名古屋支店

（株）東建ジオテック名古屋支店

（株）東日

東邦地水（株）

東洋地研（株）

（株）中日本コンサルタント

（株）中野地質

南海カツマ（株）

（株）日さく西日本支社

日特建設（株）名古屋支店

日本エルダルト（株）

日本物理探鑛（株）中部支店

服部エンジニア（株）

冨士開発（株）

（株）フジヤマ

（株）富士和

復建調査設計（株）名古屋支店

（株）マスダ技建

松阪鑿泉（株）

（株）松原工事事務所

丸栄調査設計（株）

村木鑿泉探鉱（株）

明治コンサルタント（株）中部支店

（株）ヨコタテック名古屋支店

（株）ランドテクト

鈴木　　太

齋　　　秀

山田　佳宏

鈴木　　実

中田　建実

長縄　直樹

冨田　義裕

竜野　輝夫

伊藤　重和

山本　貢司

狩野　行宏

中野強一郎

勝眞　浩一

水井　寿則

和田　康夫

浅川　　実

中川　直之

服部　剛明

阿部　暢夫

藤山　義修

土屋　靖司

鈴木　盛夫

益田　和夫

由井　恒彦

加藤　信治

川口　勝男

村木　秀之

小原　潤一

西部　雅英

岡野　直次

名古屋市中川区尾頭橋3-3-14

沼津市中瀬町5-1

豊橋市明海町33-9

名古屋市中村区剣町243

岐阜市細畑6-4-14

名古屋市東区葵3-11-6

名古屋市南区笠寺町字迫間9-2

沼津市大岡2240-3

四日市市東新町2-23

沼津市岡一色511-1

静岡市駿河区下川原1-8-18

焼津市西小川2-5-17

津市上浜町5-64-6

名古屋市中川区富田町大字千音寺東尼ヶ塚117-2

名古屋市中区栄1丁目16番6号　名古屋三蔵ビル8Ｆ

静岡市葵区田町5-61

名古屋市名東区亀の井2-134

静岡市葵区川越町3-9

名古屋市千種区唐山町3-30

浜松市中区元城町216-19

静岡市駿河区寿町12-43

名古屋市東区葵2-12-1　ナカノビル4Ｆ

沼津市本田町15-7

松阪市五反田町1-1221-5

名古屋市天白区植田山3-1806

松阪市船江町1528-2

名古屋市熱田区西野町1-2

名古屋市名東区藤森2-273

名古屋市西区平中町100

静岡市清水区庵原町152-4
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（有）カノ名古屋販売

（株）神谷製作所

太平産業（株）

田辺産業（株）

中部土質試験協同組合

東邦地下工機（株）名古屋営業所

上形　武志

神谷　　仁

山田　佳宏

田辺　誠二

坪田　邦治

谷　　一夫

名古屋市緑区大高町字丸の内73-1

埼玉県新座市馬場2-6-5

名古屋市中区栄1丁目29-19　ヤスイビル6F

名古屋市守山区小六町9-21

名古屋市守山区緑ヶ丘804

名古屋市守山区脇田町1513
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名古屋ケース（株）

（株）マスダ商店

松下鉱産（株）

（株）ミサキ名古屋営業所

（株）ワイビーエム名古屋営業所

伊藤　正寿

増田　幸司

寺師　元邦

中島　彰夫

吉田　力雄

名古屋市熱田区桜田町5-5

広島市西区東観音町4-21

春日井市桃山町3-183

名古屋市中区新栄1-23-17  ハートヒルズ栄東5A号室

名古屋市天白区菅田1-1208

会社名 代表者名 電話番号住所 会社名 代表者名 電話番号

平成25年4月1日現在

平成25年4月1日現在

住所

会社名 代表者名 電話番号住所 会社名 代表者名 電話番号住所

052-917-1821

052-915-5331

052-323-3611

058-275-1061

052-793-8321

052-775-6411

052-589-1051

058-277-6813

0598-51-5061

052-741-3393

054-259-0939

054-345-2155

052-802-3121

058-274-2332

052-218-5771

052-452-1651

052-581-7441

054-246-7741

055-977-8080

052-773-9281

058-278-3690

0565-48-5131

052-681-6711

052-354-5700

0532-34-7227

052-979-9111

052-481-6261

052-781-4131

055-963-0590

058-251-2176

052-621-7059

0484-81-3337

052-223-2300

052-793-5161

052-758-1500

052-798-6667

052-881-4020

082-231-4842

0568-86-3100

052-263-3058

052-804-4841

052-331-8121

055-931-0625

0532-25-7766

052-413-6231

058-240-2448

052-979-5671

052-824-1531

055-921-8053

059-331-7315

055-921-4888

054-257-9781

054-627-1395

059-226-4854

052-432-0211

052-202-3211

054-254-4571

052-753-9662

054-251-2323

052-781-5871

053-454-5892

054-287-7070

052-931-5222

055-924-9585

0598-21-4837

052-783-7201

0598-51-3786

052-671-4126

052-772-9931

052-325-3952

054-363-3270

（株）アオイテック

青葉工業（株）名古屋支店

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング中部支社

（株）朝日土質設計コンサルタント

応用地質（株）中部支社

川崎地質（株）中部支社

基礎地盤コンサルタンツ（株）中部支社

（株）岐阜ソイルコンサルタント

協和地研（株）

（株）キンキ地質センター名古屋支店

（株）グランドリサーチ

（株）建設コンサルタントセンター

興亜開発（株）中部支店

（株）興栄コンサルタント

国土防災技術（株）名古屋支店

サンコーコンサルタント（株）名古屋支店

三祐（株）

（株）ジーベック

静岡コンサルタント（株）

（株）シマダ技術コンサルタント名古屋営業所

（有）総合開発調査

（株）ダイム技術サービス

（株）ダイヤコンサルタント中部支社

（株）大和地質

（株）高須ボーリング

玉野総合コンサルタント（株）

中央開発（株）中部支店

（株）中部ウエルボーリング社

土屋産業（株）

（株）テイコク

会員名簿会員名簿

90 91




