ＰＤＣコンソーシアム参加企業一覧表
（２０１８年９月１日現在）
会 社 名
参加企業

郵便番号

住

所

電

話

ＦＡＸ

担当部所

担当者氏名

e-mail

アキュテック（株）

921-8002 （本社）石川県金沢市玉鉾4丁目73番地
362-0024 （関東支店）埼玉県上尾市五番町14番4号

0762917911 0762917997
関東支店 技術部
0487237800 0487237801

加藤 清次

s-katou@e-accutech.com

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング

110-0014 東京都台東区北上野2-8-7

0352464172 0352464197 エンジニアリング事業部

遠藤 一郎

endo1225@atk-eng.jp

（株）エイト日本技術開発

790-0054 愛媛県松山市空港通二丁目9番29号

0899716511 0899733132 防災保全事業部 四国支社

山本 靖志

yamamoto-yasu@ej-hds.co.jp

川崎地質（株）

108-8337 東京都港区三田2-11-15

0354452077 0354452097 事業本部

中山 健二

nakayamak@kge.co.jp

基礎地盤コンサルタンツ（株）

136-8577 東京都江東区亀戸1-5-7 日鐡ＮＤﾀﾜｰ12F

0368618853 0368618895 技術本部 調査機器事業部

武政 学

takemasa.manabu@kiso.co.jp

（株）キタック

950-0965 新潟県新潟市中央区新光町10番地2

0252811114 0252810004 技術第一部 地盤システムグループ

佐藤 豊

satoh_yt@kitac.co.jp

興亜開発（株）

130-0022 東京都墨田区江東橋5-3-13

0336337351 0336337356 関東支店 技術部

橘 久生

hisao.tachibana@koa-kaihatsu.co.jp

五洋建設（株）

329-2746 栃木県那須塩原市四区町1534-1

0287392116 0287392132 技術研究所

ジオテックコンサルタンツ（株）

010-1633 秋田県秋田市新屋鳥木町1-74

0188888533 0108888535 技術部

三苫 寛

gtc-mitoma@bz01.plala.or.jp

（有）地盤調査システム

121-0061 東京都足立区花畑3-11-9

0338834002 0367590382

佐藤 将

satou-masaru@oyonet-oyoco.jp

（株）ズコーシャ

080-0048 北海道帯広市西18条北1丁目17

0155338140 0155368320 技術部 地質調査課

藤崎 浩孝

fujisaki@zukosha.co.jp

（株）ソイル・ブレーン

745-0802 山口県周南市栗屋1035-6

0834250031 0834250049 技術部 調査課

浴坂 公博

k-ekisaka@soil-brain.co.jp

（株）ダイヤコンサルタント

331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-272-3

0486541959 0486541849 関東支社地盤技術部

碓井 洋介

Y.Usui@diaconsult.co.jp

中央開発（株）

169-8612 東京都新宿区西早稲田3-13-5

0332083591 0332089915 東京支社

橋本 和佳

hashimoto.k@ckcnet.co.jp

中部地質（株）

921-8061 石川県金沢市森戸1-228

0762407887 0762407757 技術部

東亜建設工業（株）

230-0035 神奈川県横浜市鶴見区安善町1-3

技術研究開発センター
0455033741 0455021206
地盤・防災技術グループ

浅田 英幸

h_asada@toa-const.co.jp

（株）東京ソイルリサーチ

153-0042 東京都目黒区青葉台3-6-16 ＨＦ青葉台ビル

0334632281 0334632286 東京支店技術調査部技術調査三課

安藤 千尋

ando.chihiro@tokyosoil.co.jp

（株）東建ジオテック

330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-13-10 ヤギシタビル6F

0488220107 0488220171 本店 技術部

東北ボーリング（株）

984-0014 宮城県仙台市若林区六丁の目元町6-8

0222880321 0222880318 技術部

長崎テクノ（株）

780-0812 高知県高知市若松町1705番地

0888825205 0888825207

長崎 正和

nagasaki-ma@nagasaki-techno.co.jp

（株）日さく

330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-199-3

0486442101 0486442407 東日本支社地質調査部

石川 恵司

keiji-ishikawa@nissaku.co.jp

日本地研（株）

812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡5-25-25

0925712766 0925712813 調査解析部

永池 誠一

nagaike@chiken.co.jp

復建調査設計（株）

732-0052 広島県広島市東区光町2-10-11

0825061833 0822865215 地盤環境部

菅野 雄一

y-kanno@fukken.co.jp

(株)不動テトラ

103-0016 東京都中央区日本橋小網町7番2号

0356448534 0356448537 地盤事業本部 技術部

橋本 則之

noriyuki.hashimoto@fudotetra.co.jp

（株）ホクコク地水

921-8021 石川県金沢市御影町25-1

0762417158 0762435589 技術部

田中 誠司

tanaka@hokukoku.co.jp

明治コンサルタント（株）

134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-4

0366632506 0366632509 本社 技術統括部

渡辺 信一

watanabe-sc@meicon.co.jp

若築建設（株）

153-0064 東京都目黒区下目黒2-23-18

0334920285 0334920681 建設事業部門 技術部 技術研究所

水野 健太

kenta.mizuno@wakachiku.co.jp

331-8688 埼玉県さいたま市北区土呂町2-61-5

0486520651 0486523950 技術本部 技師長室

澤田 俊一

sawada-shun@oyonet.oyo.co.jp

応用計測サービス（株）

334-0076 埼玉県川口市本蓮1-11-21

0482852133 0482849553

応用リソースマネージメント（株）

112-0002 東京都文京区小石川1-1-17 とみん日生春日町ビル3階

0362400448 0362400445 ジオクラウド事業部

幹事会社 応用地質(株)

熊谷 隆宏

斉藤 茂

takahiro.kumagai@mail.penta-ocean.co.jp

saitou-s@geo-chubu.jp

佐久間 春之 h.sakuma@tokengeotec.co.jp
菊地 真

kikuchi@tbor.co.jp

比留間 誠之 hiruma@oyoks.co.jp

関連会社
大和 哲

pdc@oyorm.co.jp

