
液状化判定が行える協会員企業一覧（2015年7月15日版）
（都道府県別＋会員番号順）

会員
番号

事業
所番
号

会社名 会員種別
SWS+地下
水位測定+
粒度試験

SPT+粒度
試験

CPT PDC
SDS+地下
水位測定

その他調査法 液状化判定対応エリア 〒 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

99 住宅パイル工業株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 北海道・青森 059-1365 北海道苫小牧市植苗196 0144-51-8888 0144-51-8877

170 株式会社セイワ 正会員Ｂ ○ ○ 北海道全域 053-0052 北海道苫小牧市新開町3-8-5 0144-53-8600 0144-53-8601

205 會澤高圧コンクリート株式会社 正会員Ａ ○ ○ 北海道内 003-0814
北海道札幌市白石区菊水上町4条4-
95-1

011-820-6820 011-820-6821

268 越智建設株式会社 正会員Ａ ○ 北海道・東北・新潟・北陸・北関東 053-0052 北海道苫小牧市新開町3-11-4 0144-55-6675 0144-55-5769

428 ニチゴ産業株式会社 正会員Ａ ○ 十勝管内 080-0013 北海道帯広市西三条南4-4-1 0155-23-0275 0155-23-0276

1 セルテックエンジニアリング株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 関東・東北一円 982-0033
宮城県仙台市太白区富田字八幡東
42-2

022-307-3103 022-307-3104

19 株式会社システムプランニング 正会員Ａ ○ ○ ○ 東北一円 981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央3-18-4
ｵﾌｨｽ21 4F

022-374-9808 022-374-9235

97 ジオテック仙台株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 宮城・山形・福島・岩手県南部 989-3128 宮城県仙台市青葉区愛子中央6-12-5 022-392-0955 022-392-9765

542 1 大和ランテック株式会社　北日本支店 事業所Ａ ○ ○ 青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島 981-3117
宮城県仙台市泉区市名坂字楢町175-
4

022-776-7051 022-776-7052

645 金城重機東北株式会社 正会員Ｂ ○ ○ 東北一円 981-3216 宮城県仙台市泉区小角字宮32-1 022-342-9507 022-342-9508

10 株式会社住宅地盤技術研究所 正会員Ａ ○ ○ 東北地方 011-0901
秋田県秋田市寺内字ｲｻﾉ92-1 計測技
研ﾋﾞﾙ 3F

018-866-9821 018-866-9801

309 有限会社ジオックス 正会員Ｂ ○ 山形・秋田 998-0052 山形県酒田市緑ヶ丘1丁目19-11 0234-41-1654 0234-41-1655

519 有限会社草野土質 正会員Ａ ○ ○ 福島・茨城 970-1146
福島県いわき市好間町榊小屋字小座
取八

0246-36-5680 0246-36-6261

133 有限会社三企地盤 正会員Ｂ ○ ○ ○ 茨城・福島・栃木 311-1132 茨城県水戸市東前町816-2 029-269-9230 029-269-9231

522 ランドスタイル株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 北関東 374-0011 群馬県館林市羽附町647-1 0276-57-6661 0276-57-6662

171 伊田テクノス株式会社 正会員Ａ ○ ○ 関東・東海一円 355-0014 埼玉県東松山市松本町2-1-1 0493-22-1170 0493-22-6781

230 株式会社エフイーシー 正会員Ａ ○ 東京・埼玉 330-0842
埼玉県さいたま市大宮区浅間町1-149
大泉ﾋﾞﾙ2F

048-647-5773 048-647-5789

351 株式会社コーリョウ 正会員Ａ ○ ○ 埼玉・東京・千葉・茨城 344-0032 埼玉県春日部市備後東8-15-7 048-735-8939 048-738-2519

421 株式会社京北地盤コンサルタント 正会員Ａ ○ ○ 関東一円 352-0017 埼玉県新座市菅沢1-10-29 048-482-1611 048-482-1858

431 住宅品質保証株式会社 正会員Ａ ○ 埼玉・東京・千葉 343-0826
埼玉県越谷市東町2-65-2　ｾﾐﾅｰｶﾞｰ
ﾃﾞﾝ内

048-990-5615 048-990-5616

432 日本基礎地盤株式会社 正会員Ａ ○ ○ 関東一円 337-0003
埼玉県さいたま市見沼区深作2-23-6
ｴﾑｴﾑ大宮ﾋﾞﾙ101

048-682-7771 048-682-7772

542 2 大和ランテック株式会社　関東支店 事業所Ａ ○ ○ 関東一円・新潟・長野・山梨 343-0805 埼玉県越谷市神明町2-381-1 048-970-1502 048-970-1505

120 株式会社第一工業 正会員Ａ ○ ○ ○ 関東一円 272-0013 千葉県市川市高谷1774 047-328-1551 047-328-1577

143 株式会社トラバース 正会員Ａ ○ ○ 全国 272-0121 千葉県市川市末広2-4-10 047-359-4111 047-359-4115

154 金城重機株式会社 正会員Ａ ○ ○ 全国（北海道を除く） 270-2222 千葉県松戸市高塚新田512-19 047-330-9114 047-330-9113

290 常盤基礎地質株式会社 正会員Ｂ ○ 関東一円 272-0816
千葉県市川市本北方1-7-14　常磐ﾋﾞ
ﾙ2F

047-333-6222 047-333-6220

400 株式会社アースラボラトリー 正会員Ａ ○ ○ ○ 関東一円 270-2224 千葉県松戸市大橋162-2 047-330-8680 047-391-8684

467 フィールド・リサーチ 正会員Ｂ ○ 関東一円 289-2143 千葉県匝瑳市八日市場ロ361-1 0479-72-0451 0479-74-7011

641 ランドプロ株式会社 正会員Ｂ ○
東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城、（群馬・
栃木・静岡・山梨については一部）

272-0111 千葉県市川市妙典3-5-5 047-702-9971 047-702-9981

＜試験方法略称＞
　SWS：スウェーデン式サウンディング試験、SPT：標準貫入試験（ボーリング）、CPT：三成分コーン貫入試験、PDC：ピエゾドライブコーン貫入試験、SDS：スクリュードライバーサウンディング試験

※このリストは、NPO住宅地盤品質協会会員による液状化判定用の調査方法、対応エリアの自主申告に基づいて作成しました。 1／5



液状化判定が行える協会員企業一覧（2015年7月15日版）
（都道府県別＋会員番号順）

会員
番号

事業
所番
号

会社名 会員種別
SWS+地下
水位測定+
粒度試験

SPT+粒度
試験

CPT PDC
SDS+地下
水位測定

その他調査法 液状化判定対応エリア 〒 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

658 株式会社コクヨー 正会員Ａ ○ 関東 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町336-1 043-304-2077 043-304-2088

8 ジオテック株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 関東一円 161-0033 東京都新宿区下落合2-3-18　SKビル 03-5988-0711 03-5988-0721

22 兼松日産農林株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 全国（北海道・沖縄を除く） 102-0083
東京都千代田区麹町3-2 麹町共同ﾋﾞ
ﾙ3F

03-3265-8243 03-3265-7695

75 株式会社ソイルテック 正会員Ａ ○ 関東一円 132-0001 東京都江戸川区新堀1-20-16 03-5666-6651 03-5666-6652

115 株式会社エイチアール・シー 正会員Ａ ○
ｿｲﾙｷｬｯﾁｬｰ・地下水ﾁｪｲ
ｻｰを使用

関東一円 151-0062
東京都渋谷区元代々木町2-4 HRCﾋﾞ
ﾙ8F

03-3485-1751 03-3485-4457

117 土筆工業株式会社 正会員Ｂ ○ ○ ○ ○ 関東一円 124-0001
東京都葛飾区小菅4-11-8 ﾊｲｺｰﾎﾟ綾
瀬604

03-3603-7211 03-3604-3177

122 株式会社サムシング 正会員Ａ ○ ○ 全国 135-0042
東京都江東区木場1-5-25 深川ｷﾞｬｻﾞ
ﾘｱ ﾀﾜｰS棟4階

03-5565-0841 03-5606-7766

123 株式会社ジーエーシーサポート 正会員Ａ ○ ○ ○ 東京・埼玉・神奈川・千葉・山梨 183-0034
東京都府中市住吉町1-29 ｲﾁﾌｸﾋﾞﾙ
1F

042-358-0955 042-358-2724

260 株式会社テラ 正会員Ａ ○ ○ ○ 関東一円 101-0041
東京都千代田区神田須田町2-7-1
神田ﾚﾝｶﾞﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ2F

03-5256-1381 03-5256-1390

324 三和興業株式会社 正会員Ａ ○ ○ オーガーボーリング 東京・埼玉・千葉 178-0063
東京都練馬区東大泉4-13-2　ｽﾃﾗｺｰ
ﾄ大泉学園101

03-5947-6177 03-5947-6178

332 コングロエンジニアリング株式会社 正会員Ａ ○ 関東～大阪間の太平洋側地域 140-0004
東京都品川区南品川2-4-7 ｱｻﾐﾋﾞﾙ
10F

03-5461-9820 03-5461-9827

417 ジャストトレーディング株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 関東一円 130-0026
東京都墨田区両国3-19-3 文友社ﾋﾞﾙ
5F

03-5625-4888 03-5625-4170

440 株式会社システムプランニング東京 正会員Ａ ○ ○ 東京・埼玉・神奈川・千葉など 192-0355 東京都八王子市堀之内2-6-1-102 042-670-3115 042-674-0155

464 デミップ技研工業株式会社 正会員Ａ ○ 関東一円 134-0083
東京都江戸川区中葛西5-32-5 郡山
ﾋﾞﾙ202

03-5675-2451 03-5675-2450

577 株式会社アースリレーションズ 正会員Ａ ○ ○ ○ 関東一円 111-0042
東京都台東区寿3-15-15　水新ビル
5F

03-5826-5560 03-5826-5564

624 兼六地盤調査株式会社 正会員Ｂ ○ ○ 東京・埼玉・神奈川・千葉 180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町1-29-1 0422-20-5841 0422-20-5843

賛13 株式会社ＧＩＲ 賛助会員 ○ ○ 全国 135-0042
東京都江東区木場1-5-25 深川ｷﾞｬｻﾞ
ﾘｱ ﾀﾜｰS棟4階

03-5665-0955 03-5606-7707

賛20 株式会社ランドクラフト 賛助会員 ○
ソイルキャッチャー・地下
水チェイサー使用

全国（整備中） 146-0082 東京都大田区池上6-1-2 堤ビル5階 03-5700-4600 03-5700-0691

113 地研テクノ株式会社 正会員Ａ ○ ○ 252-0312
神奈川県相模原市南区相南4-23-15
2F

042-701-2360 042-701-2361

174 ジオソリューション株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 関東一円 225-0024
神奈川県横浜市青葉区市ｹ尾町
1153-6-101

045-979-0631 045-973-6520

216 株式会社バンゼン 正会員Ａ ○ ○ 神奈川・東京 240-0051
神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町
662

045-370-3077 045-370-3099

235 株式会社創和 正会員Ａ ○ ○ 東京・神奈川・埼玉・千葉 252-0235
神奈川県相模原市中央区相生3-11-
16　創和ﾋﾞﾙ

042-750-7999 042-750-7990

323 株式会社横浜ソイル 正会員Ａ ○ ○ 神奈川・東京・千葉・埼玉 221-0044
神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1-
11-8　FHﾚｶﾞｰﾚ3F

045-444-6041 045-444-2728

388 株式会社ゼン基業 正会員Ａ ○ 関東エリア 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝3982-6 042-760-2705 042-763-5430

628 株式会社明倫開発 正会員Ａ ○
エコラム（ミニラム+試料採
取一体型マシン）

関東一円 241-0015 神奈川県横浜市旭区小高町59-4 045-372-0039 045-382-2455

11 株式会社ジオック技研 正会員Ａ ○ ○
ラムサウンディング+地下
水位測定+粒度試験

新潟県と隣県 950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月3-3-21 025-383-5757 025-383-5758

14 有限会社錐建 正会員Ｂ ○ ○ ○ 新潟・山形 959-2116 新潟県阿賀野市上黒瀬106 0250-67-4602 0250-67-4603

116 オムニ技研株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 関東・甲信越・北陸・静岡・福島 940-2128 新潟県長岡市新産東町48 0258-21-0016 0258-21-0026

271 株式会社新研基礎コンサルタント 正会員Ａ ○ 新潟県及び近県 950-0922 新潟県新潟市江南区山二ツ309-1 025-286-7188 025-287-0096

＜試験方法略称＞
　SWS：スウェーデン式サウンディング試験、SPT：標準貫入試験（ボーリング）、CPT：三成分コーン貫入試験、PDC：ピエゾドライブコーン貫入試験、SDS：スクリュードライバーサウンディング試験

※このリストは、NPO住宅地盤品質協会会員による液状化判定用の調査方法、対応エリアの自主申告に基づいて作成しました。 2／5



液状化判定が行える協会員企業一覧（2015年7月15日版）
（都道府県別＋会員番号順）

会員
番号

事業
所番
号

会社名 会員種別
SWS+地下
水位測定+
粒度試験

SPT+粒度
試験

CPT PDC
SDS+地下
水位測定

その他調査法 液状化判定対応エリア 〒 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

63 湊川地盤調査有限会社 正会員Ｂ ○ ○ 富山・石川・福井・新潟 939-8071 富山県富山市上袋231 076-493-1545 076-493-1565

423 三和ボーリング株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 富山県・石川県 939-8072 富山県富山市堀川町464-2 076-424-2617 076-424-2749

551 株式会社東城 正会員Ａ ○ ○ 富山・石川・福井 937-0042 富山県魚津市六郎丸2935 0765-23-1110 0765-23-0200

561 共栄興業株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 新潟・富山・石川・福井 939-8093 富山県富山市大泉東町1-11-13 076-422-3255 076-493-1088

6 アキュテック株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 北信越・関東一円・近畿（一部） 921-8002 石川県金沢市玉鉾4-73 076-291-7911 076-291-7997

70 株式会社カナイワ 正会員Ａ ○ 北陸3県 924-0028 石川県白山市相川新町728 076-275-8444 076-275-8349

166 株式会社エム・ティー産業 正会員Ａ ○ ○ ○ 福井・石川・富山 910-0368 福井県坂井市丸岡町磯部新保9-1-25 0776-67-2144 0776-67-0105

12 株式会社土木管理総合試験所 正会員Ａ ○ 長野県 388-8006 長野県長野市篠ﾉ井御幣川877-1 026-293-5677 026-293-6431

18 株式会社日建エンジニアリング 正会員Ａ ○ ○ ○ 長野県・山梨県 390-0848 長野県松本市両島7-16 0263-26-5540 0263-26-5541

198 野寺基礎工業株式会社 正会員Ａ ○ ○ 長野・山梨 392-0012 長野県諏訪市四賀1907 0266-52-5236 0266-52-5028

233 有限会社地盤研究所 正会員Ｂ ○ ○ 東海・北陸 501-6016 岐阜県羽島郡岐南町徳田6-41 058-272-0423 058-272-0422

491 アルコ工業株式会社 正会員Ａ ○ 岐阜・愛知・北陸 506-0031 岐阜県高山市西之一色町1-58-1 0577-34-1215 0577-34-6301

47 ＵＧＲコーポレーション株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 静岡・愛知及び近隣県 435-0041 静岡県浜松市東区北島町1521 053-421-8128 053-421-8129

165 アートクレーン株式会社 正会員Ａ ○ ○
SDS（東海・福岡・富山・新潟）
SPT+粒度試験（東海）

414-0044 静岡県伊東市川奈1299 0557-45-1109 0557-45-6520

187 株式会社イートン 正会員Ａ ○ ○ ○ 静岡県 421-0211 静岡県焼津市吉永1017-1 054-664-2381 054-664-2383

373 グラウンド・ワークス株式会社 正会員Ａ ○ ○ 静岡・愛知 437-0064 静岡県袋井市川井873-4 0538-45-3313 0538-45-3315

499 松林工業薬品株式会社 正会員Ａ ○ ○
SWS+地下水位測定+資料
調査による簡易判定

静岡県内 426-0066 静岡県藤枝市青葉町1-1-19 054-637-3335 054-637-3336

33 応用開発株式会社 正会員Ａ ○ ○
東海（愛知・三重・岐阜・静岡）・滋
賀・長野

466-0058 愛知県名古屋市昭和区白金1-14-27 052-882-5001 052-882-2208

37 株式会社本陣 正会員Ａ ○ ○ 愛知・岐阜・三重・静岡 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南3-13-7 052-722-3000 052-722-8311

134 株式会社新生工務 正会員Ａ ○ ○ ○ 全国（北海道・沖縄・離島を除く） 463-0013 愛知県名古屋市守山区小幡中1-8-17 052-758-1750 052-758-1751

182 愛知ベース工業株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 中部地区 444-3523 愛知県岡崎市藤川町字北荒古15-1 0564-59-2338 0564-59-2358

223 株式会社奈良重機工事 正会員Ａ ○ ○ 関東一円・東海四県 458-0023 愛知県名古屋市緑区鴻仏目1-115 052-877-8281 052-877-8271

289 志賀為株式会社 正会員Ａ ○ 愛知県及び隣県 444-8581 愛知県岡崎市羽根町字東荒子35 0564-51-3080 0564-54-2161

367 カナイ技研サービス株式会社 正会員Ａ ○ ○ 愛知・岐阜・三重・静岡） 454-0976 愛知県名古屋市中川区服部1-103 052-432-3575 052-432-3494

405 株式会社ケンショー 正会員Ａ ○ ○ 愛知・岐阜・三重 463-0813
愛知県名古屋市守山区吉根南102番
地

052-737-8285 052-737-8286

451 足立地質調査株式会社 正会員Ａ ○
静岡県東部・愛知・岐阜県南部・三
重県北部

444-0124 愛知県額田郡幸田町深溝下島45-50 0564-62-8268 0564-56-3105

460 株式会社国保住建 正会員Ａ ○ ○ 愛知・岐阜・三重・静岡 485-0033 愛知県小牧市郷中2-192 0568-29-4930 0568-29-4931

466 株式会社地建 正会員Ｂ ○ ○ ○ 東海3県 486-0945
愛知県春日井市勝川町1-65 ｺﾝﾌｫｰﾙ
ｴﾑｽﾞ201

0568-48-1376 0568-48-1378

582 株式会社日建コンサルティング 正会員Ｂ ○ ○ ○ 東海地区・近畿地区 485-0046 愛知県小牧市堀の内5-63 0568-27-9210 0568-27-9211

＜試験方法略称＞
　SWS：スウェーデン式サウンディング試験、SPT：標準貫入試験（ボーリング）、CPT：三成分コーン貫入試験、PDC：ピエゾドライブコーン貫入試験、SDS：スクリュードライバーサウンディング試験

※このリストは、NPO住宅地盤品質協会会員による液状化判定用の調査方法、対応エリアの自主申告に基づいて作成しました。 3／5



液状化判定が行える協会員企業一覧（2015年7月15日版）
（都道府県別＋会員番号順）

会員
番号

事業
所番
号

会社名 会員種別
SWS+地下
水位測定+
粒度試験

SPT+粒度
試験

CPT PDC
SDS+地下
水位測定

その他調査法 液状化判定対応エリア 〒 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

602 株式会社蓮井建設 正会員Ｂ ○ 愛知・岐阜・三重 491-0837 愛知県一宮市多加木3-1-22 0586-52-3981 0586-52-3982

149 有限会社山信鋼業 正会員Ａ ○ ○ ○ 三重県内 514-1255 三重県津市庄田町2517-2 059-256-6277 059-256-7284

404 株式会社ジーエルプラン 正会員Ａ ○ ○ 愛知・岐阜・三重・滋賀 510-0864 三重県四日市市中里町34-1 059-345-9492 059-348-2800

509 有限会社伊勢地摂 正会員Ａ ○ ○ 三重 515-0504 三重県伊勢市磯町1252番地 0596-38-1688 0596-38-1588

169 有限会社アースリィ土質研究所 正会員Ａ ○ 近畿・北陸 522-0069 滋賀県彦根市馬場1-3-36 0749-22-3250 0749-22-8760

232 株式会社吉川組 正会員Ｂ ○ ○ ○ 滋賀県 524-0004 滋賀県守山市笠原町126 077-853-8701 077-583-8761

482 株式会社ビッグハンズ 正会員Ａ ○ 大阪・京都・滋賀・岐阜・愛知・三重 527-0044 滋賀県東近江市五智町339-6 0748-23-4550 0748-24-2480

640 株式会社アイアス 正会員Ａ ○ 滋賀・京都・大阪・三重 520-2413 滋賀県野洲市吉地1207 077-589-3170 077-589-3830

220 株式会社アートテクニカ 正会員Ａ ○ ○ ○ 関東一円・三重・福井 603-8313 京都府京都市北区紫野下柏野町63-3 075-464-2357 075-464-2410

246 株式会社ソーゴーギケン 正会員Ａ ○ 京都・兵庫 629-2251 京都府宮津市字須津1676-1 0772-46-5292 0772-46-4401

24 報国エンジニアリング株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ SWS+連続サンプリング 全国（北海道を除く） 561-0827 大阪府豊中市大黒町3-5-26 06-6336-0128 06-6336-4369

35 株式会社シゲムラ建設 正会員Ａ ○ 近畿一円 567-0072 大阪府茨木市郡5-30-13 072-641-3745 072-641-3811

162 ハウス技研通商株式会社 正会員Ａ ○ ○ 近畿・中部 550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-4-1 ｵﾘｯｸ
ｽ本町ﾋﾞﾙ9F

06-6532-7555 06-6532-4570

185 新生重機建設株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ ○ 近畿・東海地方 562-0031 大阪府箕面市小野原東4-6-8 072-729-4355 072-729-1448

193 株式会社ミヤノ技研 正会員Ｂ ○ 近畿一円 572-0824 大阪府寝屋川市萱島東3-16-25 072-821-6690 072-821-6708

269 マルゼン工業株式会社 正会員Ｂ ○ 大阪・和歌山・兵庫・京都 596-0105 大阪府岸和田市内畑町1088-9 072-489-3530 072-489-3531

462 株式会社ペガソス技建 正会員Ｂ ○ ○ 近畿 573-0027 大阪府枚方市大垣内町2-17-4-401 072-804-2228 072-804-2227

542 4 大和ランテック株式会社　関西支店 事業所Ａ ○ ○ 関西エリア 541-0051 大阪府大阪市中央区備後町1-5-2 06-6229-7280 06-6229-7288

646 株式会社浪速試錐工業所 準会員 ○ ○ 近畿一円 580-0014 大阪府松原市岡3-17-1 072-332-0986 072-332-5449

181 株式会社グルンドコンサルタント 正会員Ａ ○ ○ ○ 関東一円 652-0814
兵庫県神戸市兵庫区門口町1-20 ﾂﾀﾞ
ﾋﾞﾙ3F

078-651-8739 078-651-8737

580 播磨エンジニアリング株式会社 正会員Ａ ○ ○ 兵庫・大阪・京都 675-0122
兵庫県加古川市別府町別府530-4　ｴ
ｽﾃｰﾄBEFU 101

079-436-6105 079-436-6234

526 株式会社インテコ 正会員Ａ ○ ○ 全国 630-8122 奈良県奈良市三条本町1-86-4 0742-30-5655 0742-35-1645

219 株式会社オオニシ 正会員Ｂ ○ ○ 和歌山・大阪 649-6323 和歌山県和歌山市井ﾉ口596-7 073-477-3368 073-477-3858

348 美保テクノス株式会社 正会員Ａ ○ ○ 中国・四国 683-0017 鳥取県米子市宗像53-9 0859-30-4100 0859-30-4122

571 有限会社エスジーシステム 正会員Ａ ○ 鳥取市より車で2時間圏内 680-0915 鳥取県鳥取市緑ケ丘1-10-12 0857-36-9977 0857-36-9978

51 株式会社昭和測量設計事務所 正会員Ａ ○ ○ 中国地方 698-0041 島根県益田市高津4-14-6 0856-23-6728 0856-23-6573

325 一畑住設株式会社 正会員Ａ ○ 島根県 699-0402 島根県松江市宍道町白石229-23 0852-66-0962 0852-66-1042

420 株式会社藤井基礎設計事務所 正会員Ａ ○ ○ 島根県 690-0011 島根県松江市東津田町1349 0852-23-6721 0852-25-2248

16 株式会社三友土質エンジニアリング 正会員Ａ ○ ○ ○ 九州・中国・四国・関東 703-8225 岡山県岡山市中区神下98-6 086-279-9937 086-279-8946

＜試験方法略称＞
　SWS：スウェーデン式サウンディング試験、SPT：標準貫入試験（ボーリング）、CPT：三成分コーン貫入試験、PDC：ピエゾドライブコーン貫入試験、SDS：スクリュードライバーサウンディング試験

※このリストは、NPO住宅地盤品質協会会員による液状化判定用の調査方法、対応エリアの自主申告に基づいて作成しました。 4／5



液状化判定が行える協会員企業一覧（2015年7月15日版）
（都道府県別＋会員番号順）

会員
番号

事業
所番
号

会社名 会員種別
SWS+地下
水位測定+
粒度試験

SPT+粒度
試験

CPT PDC
SDS+地下
水位測定

その他調査法 液状化判定対応エリア 〒 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ

44 株式会社コクエイ 正会員Ａ ○ ○ 中四国 702-8024 岡山県岡山市南区浦安南町16-5 086-264-5821 086-262-5399

55 岩水開発株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 中国・四国・近畿 702-8048 岡山県岡山市南区福吉町18-18 086-265-0345 086-265-0899

286 水島ソイルリサーチ株式会社 正会員Ｂ ○ ○ 岡山・広島・四国一円・兵庫 710-0843 岡山県倉敷市浦田1521-1 086-430-3851 086-434-2720

108 新日本建設株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 中国地方・福岡・大分・佐賀 739-0044 広島県東広島市西条町下見459-10 082-431-5855 082-431-5755

291 出雲建設株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 中四国地方 739-2627 広島県東広島市黒瀬楢原北3-10-14 0823-82-3135 0823-82-6706

68 株式会社伸栄興産 正会員Ａ ○ ○ 山口・広島 741-0083 山口県岩国市御庄1-115-9 0827-46-0673 0827-46-0671

173 株式会社周南ボーリング 正会員Ａ ○ 中国・九州北部 745-0612 山口県周南市呼坂1197-9 0833-92-3010 0833-92-3012

392 株式会社エルフ 正会員Ａ ○ 香川・徳島 761-0102 香川県高松市新田町甲2087-1 087-843-1514 087-843-1781

96 株式会社研進工業 正会員Ａ ○ ○ ○ 四国及び周辺県 790-0914 愛媛県松山市三町3-15-27 089-976-6444 089-960-1708

146 東昇技建株式会社 正会員Ａ ○ SWS+地下水位測定 四国 791-1112 愛媛県松山市南高井町1939-5 089-970-6814 089-970-6815

355
ハイスピードコーポレーション
株式会社

正会員Ａ ○ ○ ○ SSJサンプラー 四国・広島 791-8016 愛媛県松山市久万ノ台921-1 089-989-0093 089-989-0063

148 有限会社グランドワークス 正会員Ａ ○ ○
ラムサウンディング+地下
水位測定+粒度試験

四国一円 780-8006 高知県高知市萩町1-2-18 088-831-0100 088-831-0120

16 7
株式会社三友土質エンジニアリング
福岡営業所

事業所Ａ ○ ○ 九州一円 816-0922 福岡県大野城市山田3-2-5 092-588-3400 092-588-3404

151 有限会社ジオ・プラス 正会員Ａ ○ 九州一円 813-0034 福岡県福岡市東区多の津5-42-6 092-624-8800 092-624-8811

380 株式会社拓土質 正会員Ａ ○ ○ 北部九州 822-0033 福岡県直方市上新入2581-130 0949-24-8250 0949-24-8251

620 有限会社タムラクレーン 正会員Ｂ ○ ○ 長崎・佐賀 859-3811
長崎県東彼杵郡東彼杵町大音琴郷
161-2

0957-46-1722 0857-46-1745

512 株式会社熊本総合技術コンサルタント 正会員Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ 九州一円 861-8034
熊本県熊本市東区八反田1丁目1番15
号

096-385-7710 096-385-7789

642 株式会社宇佐美工業 正会員Ｂ ○ 九州（沖縄を除く） 861-8043
熊本県熊本市東区戸島西1-5-35 JK
ﾋﾞﾙ2F

096-368-4700 096-368-4702

159 隆テック株式会社 正会員Ｂ ○ ○ ○ 九州 874-0921 大分県別府市富士見町13-5 0977-23-4317 0977-23-4320

553 株式会社エイコー技研 正会員Ａ ○ ○ 大分 870-0003 大分県大分市生石2-2-11 097-540-5050 097-540-5057

17 キューキ工業株式会社 正会員Ａ ○ ○ ○ 九州一円（沖縄を除く） 880-0843 宮崎県宮崎市下原町212-1 三石ﾋﾞﾙ 0985-32-7334 0985-28-9416

371 有限会社王生工業 正会員Ｂ ○ 宮崎県内 880-0124 宮崎県宮崎市新名爪4090-11 0985-39-0018 0985-39-8936

312 株式会社江藤建設工業 正会員Ａ ○ ○ ○ 九州（離島は別途相談） 890-0021 鹿児島県鹿児島市小野1-20-6 099-229-7500 099-229-8911

661 沖縄住宅地盤株式会社 正会員Ｂ ○ 沖縄県 901-2101 沖縄県浦添市西原4-29-1 098-943-9631 098-943-9632

＜試験方法略称＞
　SWS：スウェーデン式サウンディング試験、SPT：標準貫入試験（ボーリング）、CPT：三成分コーン貫入試験、PDC：ピエゾドライブコーン貫入試験、SDS：スクリュードライバーサウンディング試験

※このリストは、NPO住宅地盤品質協会会員による液状化判定用の調査方法、対応エリアの自主申告に基づいて作成しました。 5／5


