
東北地質調査業協会

会員名簿（1）

青
森
県

エイコウコンサルタンツ㈱ 山内　一晃 〒 039-1103
森県八戸市大字長苗代字下亀子谷地 11-1 0178-28-6802

㈱コサカ技研 田村　泰弘 〒 039-1103
青森県八戸市大字長苗代字上碇田 56-2 0178-27-3444

大泉開発㈱ 坂本　和彦 〒 038-0024
青森県青森市浪館前田 4-10-25 017-781-6111

秋
田
県

㈱秋さく 照井　　巖 〒 014-0046
秋田県大仙市大曲田町 21-10 0187-62-1719

㈱明間ボーリング 明間　高遠 〒 017-0005
秋田県大館市花岡町字鳥内 110 0186-46-2855

㈲伊藤地質調査事務所 田村　正明 〒 010-0062
秋田県秋田市牛島東 4-7-10 018-832-5375

㈱伊藤ボーリング 伊藤　虎雄 〒 011-0946
秋田県秋田市土崎港中央 5-1-12 018-845-0573

奥山ボーリング㈱ 奥山　和彦 〒 013-0046
秋田県横手市神明町 10-39 0182-32-3475

㈲加賀伊ボーリング 加賀谷祐子 〒 010-1434
秋田県秋田市仁井田蕗見町 10-18 018-839-7770

㈱鹿渡工業 鎌田　一男 〒 018-2104
秋田県山本郡三種町鹿渡二本柳 2-5 0185-87-2270

基礎工学㈲ 藤岡千代志 〒 010-0061
秋田県秋田市卸町一丁目 6-26 018-864-7355

柴田工事調査㈱ 柴田　勝男 〒 012-0801
秋田県湯沢町岩崎字南五条 61-1 0183-73-7171

千秋ボーリング㈱ 泉部　行男 〒 010-0013
秋田県秋田市南通築地 4-21 018-832-2093

東邦技術㈱ 石塚　三雄 〒 014-0041
秋田県大仙市大曲丸子町 2-13 0187-62-3511

㈱日さく
秋田支店 伊藤　　握 〒 010-0953

秋田県秋田市山王中園町 1-4 018-823-8021

明治コンサルタント㈱
東北支店 寺田　彰一 〒 010-0975

秋田県秋田市八橋字下八橋 191-11 018-865-3855

岩
手
県

旭ボーリング㈱ 高橋　和幸 〒 024-0056
岩手県北上市鬼柳町都鳥 186-1 0197-67-3121

㈱長内水源工業 長内　信平 〒 020-0061
岩手県盛岡市北山 2-27-1 019-662-2201

㈱共同地質コンパニオン 吉田　明夫 〒 020-0812
岩手県盛岡市川目 11 地割 4-2 019-653-2050

日鉄鉱コンサルタント㈱
東北支店 高橋　信一 〒 020-0851

岩手県盛岡市向中野 2-3-1 019-635-1178

正　会　員
県 会　社　名 代表者名 所　　在　　地 電話番号
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会員名簿（2）
岩
手
県

㈱北杜地質センター 高橋　　薫 〒 020-0402
岩手県盛岡市黒川 9 地割 22-11 019-696-3431

宮
城
県

応用地質㈱
東北支社 曽根　好徳 〒 983-0043

宮城県仙台市宮城野区萩野町 3-21-2 022-237-0471

㈱岡田商会 岡田　正博 〒 983-0841
宮城県仙台市宮城野区原町 1-2-10 022-291-1271

川崎地質㈱
北日本支社 明道　啓太 〒 983-0852

宮城県仙台市宮城野区榴岡 3-4-16 022-792-6330

基礎地盤コンサルタンツ㈱
東北支社 片山　晴雄 〒 983-0842

宮城県仙台市宮城野区五輪 2-9-23 022-291-4191

国際航業㈱
東北支社 西城　　修 〒 984-0051

宮城県仙台市若林区新寺 1-3-45 022-299-2801

国土防災技術㈱
東北支社 広瀬　伸二

〒 984-0075
宮城県仙台市若林区清水小路 6-1

（明治安田生命仙台五橋ビル）
022-216-2586

㈱サトー技建 菅井　一男 〒 984-0816
宮城県仙台市若林区河原町 1-6-1 022-262-3535

サンコーコンサルタント㈱
東北支店 礒田　利治 〒 981-0933

宮城県仙台市青葉区柏木 1-2-38 022-273-4448

住鉱コンサルタント㈱
仙台支店 永野　統宏 〒 980-0803

宮城県仙台市青葉区国分町 1-2-1（フコク生命ビル） 022-261-6466

セントラルボーリング㈱ 川崎　良司 〒 984-0821
宮城県仙台市若林区中倉 3-11-13 022-231-8803

大成基礎設計㈱
東北支社 根本　　剛 〒 984-0051

宮城県仙台市若林区新寺 3-13-10 022-295-5768

㈱ダイヤコンサルタント
東北支社 高野　邦夫

〒 980-0802
宮城県仙台青葉区二日町 12-30

（仙台勾当台西ビル）
022-263-5121

中央開発㈱
東北支店 飯野　敬三 〒 984-0042

宮城県仙台市若林区大和町 3-2-34 022-235-4374

㈱テクノ長谷 早坂　　功 〒 980-0824
宮城県仙台市青葉区支倉町 2-10 022-222-6457

㈱東京ソイルリサーチ
東北支店 勝連　隆平 〒 981-3135

宮城県仙台市泉区八乙女中央 2-1-36 022-374-7510

㈱東北開発コンサルタント 小野塚　弘 〒 980-0804
宮城県仙台市青葉区大町 2-15-33 022-225-5661

㈱東北地質 白鳥　文彦 〒 981-3131
宮城県仙台市泉区七北田字大沢柏 56-3 022-373-5025

東北ボーリング㈱ 科野　健三 〒 984-0014
宮城県仙台市若林区六丁の目元町 6-8 022-288-0321

土木地質㈱ 高橋　克実 〒 981-3107
宮城県仙台市泉区本田町 13-31 022-375-2626

県 会　社　名 代表者名 所　　在　　地 電話番号
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東北地質調査業協会

会員名簿（3）

宮
城
県

㈱日本総合地質 宮内　敏郎 〒 981-3352
宮城県黒川郡富谷町富ヶ丘 2-41-24 022-358-8688

㈱復建技術コンサルタント 遠藤　敏雄 〒 980-0012
宮城県仙台市青葉区錦町 1-7-25 022-262-1234

北光ジオリサーチ㈱ 菅　　公男 〒 981-3212
宮城県仙台市泉区長命ヶ丘 6-15-37 022-377-3744

㈱和田工業所 和田　久男 〒 981-3201
宮城県仙台市泉区泉ヶ丘 2-11-6 022-342-1810

山
形
県

㈱新東京ジオ・システム 奥山　紘一 〒 994-0011
山形県天童市北久野本 3-7-19 023-653-7711

新和設計㈱ 伊藤　　篤 〒 992-0021
山形県米沢市大字花沢 880 0238-22-1170

㈱高田地研 高田　　誠 〒 991-0049
山形県寒河江市本楯 3-160 0237-84-4355

日本地下水開発㈱ 桂木　宣均 〒 990-2313
山形県山形市大字松原 777 023-688-6000

福
島
県

㈱キタック福島事業所 齋藤　利律 〒 963-8803
福島県郡山市横塚 3-4-7 024-956-6366

新協地水㈱ 佐藤　正基 〒 963-0204
福島県郡山市土瓜 1-13-6 024-951-4180

地質基礎工業㈱ 菅野　昭夫 〒 973-8402
福島県いわき市内郷御廐町 3-163-1 0246-27-4880

　

県 会　社　名 代表者名 所　　在　　地 電話番号

準　会　員
県 会　社　名 代表者名 所　　在　　地 電話番号

福
島
県

白河井戸ボーリング㈱ 鈴木　邦廣 〒 961-8091
福島県西白河郡西郷村大字熊倉字風吹 63 0248-25-1317

【平成 21 年 9 月 30 日時点で正会員 51 社、準会員1 社】
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