
松山市二番町４丁目４－４　愛媛県建設会館２階（〒790-0002）

会　員　名 代表者 郵便番号 電　話 ＦＡＸ      メールアドレス

正会員（33社）

㈲アオイ測量設計 矢　野　賀　文 793－0006 西条市下島山甲５７３ (0897)53-3375 (0897)53-3638 aoisoku@orion.ocn.ne.jp

㈱赤岡建設コンサルタント 古　賀　洋　俊 798－0020 宇和島市高串１－４１４ (0895)24-1391 (0895)24-1430 akaokass@miracle.ocn.ne.jp

㈱アースコンサルタント 二　神　久　士 791－0243 松山市平井町甲２２９３－３ (089)990-8852 (089)970-8850 info@kk-earth.com

㈲井上測量事務所 井　上　貴　寛 797－0018 西予市宇和町下松葉６２２ (0894)62-5928 (0894)62-6808 inoue-88@smile.ocn.ne.jp

㈱栄和測量設計 岩　田　達　也 795－0011 大洲市柚木４７４－１ (0893)24-7386 (0893)24-7350 eiwa@isis.ocn.ne.jp

㈱エクセル調査設計 宮　本　孝　洋 790－0921 松山市福音寺町７０６－３ (089)947-2618 (089)947-2634 excel@image.ocn.ne.jp

㈱愛媛建設コンサルタント 神　野　邦　彦 790－0036 松山市小栗７－１１－１８ (089)947-1011 (089)941-8606 ekc@ekcwing.co.jp

㈱オーエムアイ 大 川 内　　修 795－0064 大洲市東大洲９０９－１ (0893)25-4213 (0893)25-1013 omi@omis.co.jp

㈱小笠原工務所 小笠原　公　英 790－0931 松山市西石井１－３－３０ (089)956-2627 (089)958-3003 office@oga-cc.co.jp

㈲協栄調査測量設計事務所 小　野　尚　久 791－3310 喜多郡内子町城廻５６１－１ (0893)44-2028 (0893)44-4108 uckyoei@uckyoei.jp

共立工営㈱ 吉　原　　　潔 790－0054 松山市空港通２－９－８ (089)973-3188 (089)973-3988 kanribu@kyritsukouei.co.jp

㈲五嶋設計 水　井　高　行 795－0081 大洲市菅田町菅田甲１０１０－７３ (0893)25-3381 (0893)25-3382 goshima-ozu@orion.ocn.ne.jp

㈱西条設計コンサルタント 原　　　育　雄 793－0044 西条市古川甲１４８－４３ (0897)55-3865 (0897)56-5797 saij_con@d8.dion.ne.jp

㈱サンコー設計 工　藤　　　恊 794－0825 今治市郷六ヶ内町２－４－５０ (0898)31-0733 (0898)23-8376 sankoso@yacht.ocn.ne.jp

㈱サンヨーエンジニアリング 眞　木　芳　文 791－1206 上浮穴郡久万高原町上野尻甲４０３－３ (0892)21-2777 (0892)21-2972 sanyou-s@coral.ocn.ne.jp

㈱シアテック 倉　田　房　雄 792－0003 新居浜市新田町３－１－３９ (0897)37-5921 (0897)32-5979 ctl@ciatec.co.jp

㈱親和技術コンサルタント 武　智　秀　樹 791－1101 松山市久米窪田町８７０－５ (089)975-4851 (089)975-4847 shinwa-gc@sgc-ce.co.jp

㈱神野測量事務所 神　野　隆　浩 799－0422 四国中央市中之庄町７４７－２１ (0896)24-7508 (0896)24-5447 jinno@jinnosoku.com

㈱瀬戸内 野　間　信　宏 794－2304 今治市伯方町北浦甲１３３５－１８ (0897)73-1311 (0897)73-1275 nobuhiro@setouchi-design.com

㈲ダイチ測研 西　又　伸　一 797－1717 西予市城川町下相２１０２－１ (0894)82-1158 (0894)82-1008 daichi-skk-91@mc.pikara.ne.jp

㈲高田測量設計事務所 高　田　敬　造 798－1333 北宇和郡鬼北町永野市１３７－５ (0895)45－1475 (0895)45－1470 takasoku@mc.pikara.ne.jp

南海測量設計㈱ 藤　村　修　作 790－0964 松山市中村３－１－７ (089)931-1212 (089)931-7900 comm.nankai@nankai-sokuryo.co.jp

㈱橋本測量設計 中　岡　栄　治 799－3123 伊予市中村甲４６３－３ (089)982-0494 (089)983-1566 iyo.hashimoto@crux.ocn.ne.jp

㈱八紘設計コンサルタント 清　水　良　彦 798－4110 南宇和郡愛南町御荘平城３８０４－２ (0895)72-1852 (0895)72-1857 hakkoh-2@shirt.ocn.ne.jp

㈱八周 井　上　輝　明 796－0010 八幡浜市松柏丙１２８－７ (0894)24-5300 (0894)24-5805 hassyu-y@shikoku.ne.jp

㈱富士建設コンサルタント 岡　　　兵　典 798－0015 宇和島市和霊元町２－４－１５ (0895)25-3344 (0895)25-3663 plan@fujicc.co.jp

㈱芙蓉コンサルタント 大　野　二　郎 790－0063 松山市辻町２－３８ (089)924-1313 (089)923-5717 soumu001@fuyonet.co.jp

㈱松山測量設計 田　頭　英　雄 790－0051 松山市生石町６２１－１ (089)945-4613 (089)945-4657 matuyama@mtsk.co.jp

㈱真鍋設計事務所 林　　　裕　一 790－0923 松山市北久米町５３５ (089)976-3536 (089)976-3892 info@manabe-sekkei.com

㈱米北測量設計事務所 越　智　啓　文 799－1507 今治市東村南２－２－２９ (0898)47-2105 (0898)47-3650 yonekita@yonekita.co.jp

㈱ライト設計コンサルタント 松　本　清　作 790－0946 松山市市坪北１－１６－１０ (089)957-6631 (089)957-6648 right-sc@eagle.ocn.ne.jp

㈱菱和設計コンサルタント 今　村　太　紀 791－8005 松山市東長戸１－１－２６ (089)923-0035 (089)923-6650 eigyou@s-ryowa.co.jp

㈱ IWATA 岩　田　守　智 790-0853 松山市上市２－６－１２ (089)961-1845 (089)961-1846 info@k-iwata.co.jp

準会員（２社）

㈱荒谷建設コンサルタント四国支社 佐　伯　信　哉 790－0045 松山市余戸中２－１－２ (089)973-2311 (089)972-0026 shikoku@aratani.co.jp

㈱エイト日本技術開発四国支社 鈴　木　　　誠 790－0054 松山市空港通２－９－２９ (089)971-6511 (089)973-3132 matuyama@ej-hds.co.jp

賛助会員（８社）

㈱コピーセンター 中　矢　良　一 790－0014 松山市柳井町２－２０－４ (089)943-3341 (089)943-3375 copy@orion.ocn.ne.jp

㈱キクノ 菊　野　先　一 790－0067 松山市大手町１－８－８ (089)941-2110 (089)948-9224 concrete@kikuno.jp

富士フィルムＢＩ愛媛㈱ 武　智　政　二 790－0003 松山市三番町７－１－２１ (089)921-7811 (089)921-7812 seiji.takechi.yr@fujifilm.com

㈱総合開発松山営業所 石　橋　　　　健 791－1122 松山市津吉町９２４－６ (089)963-5781 (089)963-5782 k-ishibashi@kaihatsu-c.co.jp

西尾レントオール㈱松山営業所 荒　木　健　之 791－1136 松山市上野町甲１５６５－２ (089)963-2400 (089)963-0968 takeshi.araki@nishio-rent.co.jp

日本興業㈱西日本支店四国営業所
　松山セールスオフィス

松　本　眞　和 790－0014 松山市来住町１４９４－１ (089)958-8040 (089)958-8041
matumotomasakazu@
ms.nihon-kogyo.co.jp

岡三リビック㈱愛媛営業所 安　井　正　輝 790－0011 (089)915-0080 (089)935-3511 yasui.masaki@okasanlivic.co.jp

㈲ヤマト商事 佐々木　慎一郎 791－8044 松山市西垣生町２６９－５ (089)972-1505 (089)972-1509 yamato@ehime.email.ne.jp

一般社団法人　愛媛県測量設計業協会　会員企業一覧　

令和３年９月１日現在

事務所の所在地　　　愛媛県

電話番号　（089）931－8388 　〇ホームページ　 　http://www.dokidoki.ne.jp/home2/essk

ＦＡＸ番号（089）931－8387 　〇メールアドレス 　essk@dokidoki.ne.jp

所在地

松山市千舟町５－５－３
　ＥＭＥ松山千舟町ビル７階


