
（事務局）　〒870-0943　大分市大字片島４４４－１　【 ㈱明研 内 】 令和2年6⽉1⽇　現在

会員数 88

※⼊会年度・合格番号順

 役職 氏名 所属団体名 〒 所在地 所属先電話   

理事⻑ 妹尾　忠幸 ㈱ツツミ技研 874-0032 別府市上人本町1-1 0977-67-1311

理事 財津　公明 東亜コンサルタント㈱ 870-0132 大分市千歳371番地-1 097-558-4884

理事 植松　節夫 ピ－エム工業㈱ 879-7761 大分市中⼾次4729-1 097-597-5269

田中　弘 ㈱菅組 872-1202 豊後高田市香々地4089 0978-54-3311

永松　洋二 ㈱菅組 872-1202 豊後高田市香々地4089 0978-54-3311

甲斐　厚 アイテク㈱ 870-0942 大分市羽田193番地1 097-567-4545

⿊⽊　淳司 ㈱菅組 872-1202 豊後高田市香々地4089 0978-54-3311

副理事⻑ 竹内　一博 ㈱みらいテクノロジー 870-0106 大分市大字鶴崎字向島2043番地 097-528-8255

上田　賢司 大分県生コンクリート工業組合 870-0245 大分市大在北3丁⽬356番地 097-528-8225

副理事⻑ ⾦光　範明 明大工業㈱ 874-0922 別府市船⼩路町3-43 0977-24-1212

阿南　正明 豊國建設㈱ 870-0045 大分市城崎町1-3-28 097-536-1285

監事 竹下　鉄夫 ⻄⽇本コンサルタント㈱ 870-0852 大分市大字奥田646-1 097-543-1818

⻄村　重信 アイテク㈱ 870-0942 大分市羽田193番地1 097-567-4545

大下　正⺒ 佐藤土⽊㈱ 870-0924 大分市牧1-11-15 097-558-6302

畠田　良一 ㈱SANEi 870-0261 大分市志村1丁⽬4-7 097-522-2355

久保　慶二 ㈱佐伯建設 870-8611 大分市中島⻄3-5-1 097-536-1532

角久間　修 ㈱明研 870-0943 大分市大字片島444-1 097-569-0700

衛藤　誠 ㈱ＳＮＣ 870-0243 大分市花江川3-35 097-560-0107

橋本　弘之 ㈱冨士設計 870-1128 大分市大字羽田930番地1 097-574-5318

松原　恭博 協同エンジニアリング㈱ 870-0876 大分市大字三芳1239-1 097-545-2111

團塚　進己 明大工業㈱ 874-0922 別府市船⼩路町3-43 0977-24-1212

津々⾒　正伸 ㈱朝⽇設計 879-0471 宇佐市大字四⽇市395-5 0978-33-4466

監事 森⼭　繁⾏ ㈱冨士設計 870-1128 大分市大字羽田930番地1 097-574-5318

衛藤　正⾏ ㈱テクノコンサルタント 870-0108 大分市三佐1丁⽬5番14号 097-527-5111

上田　治男 上田労働安全ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ事務所 870-0104 大分市南鶴崎1-2-4 097-521-3308

理事 末宗　信市 ㈱末宗組 879-1135 宇佐市和気1023 0978-37-0281

津末　悦治 東亜コンサルタント㈱ 870-0132 大分市千歳371番地-1 097-558-4884

事務局 後藤　謙治 ㈱明研 870-0943 大分市大字片島444-1　 097-569-0700

松野　克 大分県コンクリート診断士会 877-0024 ⽇田市南元町25-23 097-569-0700

市宮　久之 東洋技術㈱ 870-0856 大分市畑中433 097-554-5330

佐藤　正敏 川田建設㈱ 873-0007 杵築市片野1150-212 0978-66-4020

曽我　明 三井住友建設鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 550-0004 大阪市⻄区靭本町1-5-15-10F 06-6446-3101

彌永　穂高 ㈱アーテック 877-0045 ⽇田市⻲⼭町5-11 0973-23-9083

早川　泰文 精巧エンジニアリング㈱ 879-5103 由布市湯布院町川南11-3 0977-85-3344

理事 児玉　明裕 ㈱サザンテック 876-0802 佐伯市⽇の出町2-10 0972-23-2616
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谷口　慎一 ㈱ジアス 870-0906 大分市大州浜1丁⽬3番40号 097-555-9666

⼩野　裕二 ⼩代築炉工業㈱ 879-2458 津久⾒市⼊船⻄町21-1 0972-82-4155

進　英一郎 ㈲中岩建設 871-0405 中津市耶馬溪町大字柿坂486-26 0979-54-2601

河野　浩治 ㈱伊東組 879-4803 玖珠郡九重町大字後野上191 0973-77-6945

瀬口　宏由紀 松本技術コンサルタント㈱ 871-0161 中津市大字上池永1285-10 0979-23-3636

⻑野　元樹 ダイエーコンサルタント㈱ 879-0311 宇佐市大字森⼭1813-5 0978-32-0584

田村　孝 ㈱白石総合コンサルタント 871-0024 中津市中央町１丁⽬2番35号 0979-22-2193

福光　弘幸 エレホン・化成工業㈱ 870-0141 大分市三川新町1-2-23 097-552-2251

村上　正 エレホン・化成工業㈱ 870-0141 大分市三川新町1-2-23 097-552-2251

田澤　雄二郎 ㈱サン建コンサルタント 879-5502 由布市挾間町向原1298番地1 097-583-4218

新納　真治 ㈲政栄建設工業 879-2421 津久⾒市大字津久⾒7894番地 0972-82-1226

増尾　英明 ㈱アスト 875-0043 ⾅杵市大字二王座389-1 ﾋﾞﾗ柳原1F 0972-83-5331

藍澤　利成 ㈱建設コンサルタント サニー 870-0952 大分市下郡北3丁⽬18番43号 097-567-8611

藤﨑　裕三 ㈱兼田コンサルタント 879-2436 津久⾒市上宮本町6番15号 0972-82-2311

芝　繁男 ㈱後藤工務店 874-0930 別府市光町7-26 0977-21-5355

北川　真司 ㈱佐伯建設 870-8611 大分市中島⻄3-5-1 097-536-1532

北平　京治 ㈱サザンテック 876-0802 佐伯市⽇の出町2-10 0972-23-2616

植⽊　桂一郎 ㈱ＳＮＣ 870-0243 大分市花江川3-35 097-560-0107

理事 安部　勉 ㈱安部組 874-0926 別府市京町4-19 0977-24-5555

藤並　末久 ㈱⽇建コンサルタント 870-0018 大分市豊海3丁⽬7-7 097-534-0313

梅⽊　文憲 ㈱河野測量設計 879-6614 豊後大野市緒方町知田152-10 0974-42-2881

福冨　雅宏 ㈱みらいテクノロジー 870-0106 大分市大字鶴崎字向島2043番地 097-528-8255

笠村　栄治 明大工業㈱ 874-0922 別府市船⼩路町3-43 0977-24-1212

原　大樹 ピ－エム工業㈱ 879-7761 大分市中⼾次4729-1 097-597-5269

安藤　⽇出男 ㈱上村技研 870-0915 大分市花高松1丁⽬5番2号 097-552-8606

廣瀬　武志 梅林建設㈱ 870-0044 大分市舞鶴町1丁⽬4番35号 097-534-4151

⽊村　修 ㈱⽊村特殊工業 830-1221 福岡県三井郡大刀洗町高樋2315-68 0942-77-4682

阿部　直文 ㈱平和建設 870-0304 大分市大字久原796番地の1 097-592-2106

菊⼊　真浩 協同エンジニアリング㈱ 870-0876 大分市大字三芳1239-1 097-545-3858

九⻤　裕之 松本技術コンサルタント㈱ 871-0161 中津市大字上池永1285-10 0979-23-3636

豊田　周 ㈱佐伯建設 870-8611 大分市中島⻄3-5-1 097-536-1532

⻑崎　直樹 共和コンクリート工業㈱ 879-7764 大分市上⼾次4454-1 097-597-7931

大崎　周二 谷川建設工業㈱ 876-0852 佐伯市常磐南町8番33号 0972-46-1550

道脇　哲郎 ㈱道脇建設 875-0201 ⾅杵市野津町大字野津市440番地 0974-32-2018

谷崎　誠一 ㈱センコー企画 870-0318 大分市大字丹生193番地の6 097-593-3633
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佐藤　敦紀 杵築市建設課 873-0001 杵築市大字杵築377番地1 0978-62-1811

⻑野　雄大 ㈱構造診断技研 870-0045 大分市城崎町2丁⽬4-19ｾｿﾞﾝ城崎207 097-538-8028

江崎　勝広 ㈱高⼭組 878-0025 竹田市大字拝田原608番地 0974-63-2500

理事 大谷　俊浩 大分大学　理工学部 870-1192 大分市旦野原700 097-554-7862

秋吉　善忠 大分大学　理工学部 870-1192 大分市旦野原700 097-554-7862

⾒平　成宏 ㈱インフラネット　大分営業所 870-0108 大分市三佐1-15-19-C102 097-576-9636

田深　啓介 九建設計㈱ 876-0045 佐伯市大字上岡2270番地 0972-22-4126

江藤　慎也 ⼩倉建設㈱ 879-4723 玖珠郡九重町大字町田512-1 0973-78-8709

櫻本　勝浩 伊藤建設㈱ 879-0111 中津市大字伊藤田4259 0979-32-7897

浅上　修 ㈱大分宇部 870-0018 大分市豊海1-7-4 097-534-9251

岩田　吉弘 ㈱佐伯建設 870-8611 大分市中島⻄3-5-1 097-536-1532

三代　達也 ㈱平和建設 870-0304 大分市大字久原796番地の1 097-592-2106

照⼭　剛 明大工業㈱ 874-0922 別府市船⼩路町3番43号 0977-24-1212

川野　健太 ㈱⽇技 870-0108 大分市三佐3丁⽬1番8号 097-574-8135

大海　輝伸 九州建設コンサルタント㈱ 870-0946 大分市大字曲936番地1 097-569-9629

榎並　誠一郎 谷川建設工業㈱ 876-0111 佐伯市弥生大字井崎89 0972-46-1550

平田　勝宏 杵築市上下水道課 873-0001 杵築市大字杵築377番地1 0978-62-2717

田中　秀和 ㈱太平洋コンサルタント 822-1406 福岡県田川郡香春町大字香春901-1 0947-32-3320

相談役 佐藤　嘉昭 大分大学 名誉教授

相談役 三浦　正昭 ⽇本文理大学 名誉教授

相談役 一宮　一夫 大分工業高等専門学校 教授

技術顧問 仁⽊　孟伯

技術顧問 池邊　健太郎 豊國建設㈱
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