
－ 247 －－ 246 －

高岡本店 〒 933-0824 富山県高岡市西藤平蔵 581 TEL 0766-63-8850
富山本社 〒 939-8205 富山県富山市新根塚町 1－4－43 TEL 076-442-8850
パシフィック支店 〒 901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原 3－17－2 TEL 098-890-7717
中日本支店 〒 463-0021 愛知県名古屋市守山区大森 1－2701 TEL 052-799-8751
九　　州 〒 816-0905 福岡県大野城市川久保 2－1－1 TEL 092-558-9590
熊　　本 〒 862-0971 熊本県熊本市中央区大江 6－9－8 TEL 096-276-6710
大　　分 〒 870-0954 大分県大分市下郡中央 3－8－28－V103 TEL 097-576-7271
三　　重 〒 511-0524 三重県いなべ市藤原町山口 498 TEL 0594-46-9370
飛　　騨 〒 506-0844 岐阜県高山市上一之町 36 TEL 0577-36-7307
福　　井 〒 919-0621 福井県あわら市市姫 5－19－12 TEL 0776-73-5280
東　　京 〒 166-0003 東京都杉並区高円寺南 4－44－3 TEL 03-6304-9818
東　　北 〒 983-0024 宮城県仙台市宮城野区高砂 2－2－2 TEL 022-357-0437
福　　島 〒 976-0007 福島県相馬市大坪字山神前 126 TEL 0244-32-1061
Mariana TSL Plaza 3rd Floor, Garapan P.O.Box 5242, Saipan MP 96950　TEL（+1）（670）233-8850

■ ホームページ：http://arcgeo.jp/
■ メールアドレス：mail@arcgeo.jp

【設　　　立】昭和 35 年 10 月 17 日

【資　本　金】80,000 千円

【役　　　員】代表取締役社長　津嶋春秋　　　取締役副社長　西井敏夫　　　　取締役専務　津嶋剣星　　　 
 取締役常務　　　竹内勝信　　　取締役　　　　長谷川久二　　　取締役　　　石田　稔　　 
 監査役　　　　　津嶋祥子

【役 職 員 数】総人員　70 名　このうち文化財部門　31 名

【文化財統括責任者】長谷川久二

【埋蔵文化財調査士】井伊浩一郎　　高野裕二　　中井英策　　伊藤雅和

【埋蔵文化財調査士補】該当者なし

【日本考古学協会会員】森　隆　　新宅輝久　　中井英策　　田中昌樹　　伊藤雅和　　阿部将樹

【日本文化財科学会会員】該当者なし

【日本旧石器学会会員】該当者なし

【学　芸　員】新宅輝久　　井伊浩一郎　　高野裕二　　中村恭子　　阿部将樹　　　田中昌樹　　 
 伊藤雅和　　宮城　努　　　天久朝海　　宮平千春　　本村麻里衣　　手塚美穂　　 
 基峰　修　　翁長圭乃子　　村上　佳

【一級土木施工管理技士】17 名

【二級土木施工管理技士】12 名

【測　量　士】10 名

【測 量 士 補】8 名　

株式会社 アーキジオ

株式会社 アーキジオ

【直前 1 年間の会社の総売上高】
会社の総売上高　1,159,730 千円　このうち文化財部門の売上高　811,680 千円
（平成 27 年 5 月 1 日～平成 28 年 4 月 30 日）

【業 務 内 容】
①文化財部門の業務
1. 試掘調査・本格調査
2. 遺物整理（洗浄・注記・接合・復元、撮影、実測・トレース）
3. 報告書作成
4. 遺跡・遺構の測量、空中写真撮影、レーザ・写真 3D 計測
5. 自然科学分析
6. 遺物保存・修復
7. 史跡整備設計・監理

②文化財部門以外の業務
1. 建設コンサルタント業（森林土木部門、地質部門、土質及び基礎部門、鋼構造及びコンクリート部門）
2. 測量業
3. 地質調査業
4. 建設業（特定）
5. 土壌汚染状況調査
6. バーチャル 3D コンテンツ制作

【遺物整理スペース】富山県高岡市　約 200 m2　　沖縄県宜野湾市　約 110 m2　　愛知県名古屋市　約 121 m2

   富山県富山市　約 300 m2　　福岡県大野城市　約 74 m2　　大分県大分市　　約 20 m2

   熊本県熊本市　約 30 m2　　 東京都杉並区　　約 30 m2　　 宮城県仙台市　　約 75 m2

【遺物保管スペース】富山県高岡市　約 165 m2　　富山県富山市　  約 100 m2

【直前 3 年間（平成 26 年、27 年、28 年）の主な調査実績】
平成 26 年
・ 埋蔵文化財発掘調査支援業務委託（大桷遺跡）　鳥取県鳥取市　2,848 m2　調査支援
・ 北山 A遺跡第 6 次・中野山遺跡第 13 次埋蔵文化財発掘調査業務委託　三重県四日市市　6,800 m2　調査支援
・ 大友氏館跡第 31 次外確認調査に係る掘削・埋戻及び調査記録作成業務委託　大分県大分市　3,074 m2　調査支援
・ キャンプ瑞慶覧（東普天間住宅地区）における埋蔵文化財試掘調査測量　沖縄県宜野湾市　試掘 33 箇所
・ 総曲輪西地区第一種市街地再開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査業務　富山県富山市　3,960 m2　発掘調査、
整理・報告書作成

平成 27 年
・ 埋蔵文化財発掘調査支援業務委託（大桷遺跡（1-2 区））　鳥取県鳥取市　3,300 m2　調査支援
・ 平成 27 年度埋蔵文化財発掘調査業務委託その 2（菅ノ口 A遺跡）愛知県豊田市　1,800 m2　発掘調査
・ 大友氏館跡第 33 次確認調査に係る掘削及び調査記録作成業務　5,196 m2　大分県大分市　調査支援
・ 県道 153 号線外 1 線街路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務委託　沖縄県那覇市　280 m2　発掘調査
・ 川原遺跡第 2 次調査報告書作成業務　福岡県大野城市　整理・報告書作成

平成 28 年
・ 西普天間住宅地区における緊急発掘調査業務委託①　沖縄県宜野湾市　4,700 m2　発掘調査
・ 埋蔵文化財確認調査支援委託業務　沖縄県豊見城市　試掘調査　35 箇所
・ 大友氏館跡第 35 次確認調査に係る掘削及び調査記録作成業務　大分県大分市　2,000 m2　調査支援
・ 弓波遺跡（東部地区）発掘調査業務委託　石川県加賀市　15,000 m2　調査支援
・ 長崎遺跡埋蔵文化財発掘調査業務委託　福井県坂井市　2,850 m2　調査支援
　


