
－ 155 －－ 154 －

本　　社 〒 102-0085 東京都千代田区六番町 2 番地 TEL 03-6361-2455 
東北支店 〒 983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町 5 丁目 5－8 TEL 022-292-1661 
関東支店 〒 141-0022 東京都品川区東五反田 2－3－4 TEL 03-5447-8585
中部支店 〒 451-0045 愛知県名古屋市西区名駅 2－27－8 TEL 052-414-6801
西日本支店 〒 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2－3－2 TEL 06-4708-5424
新潟営業所 〒 950-0087 新潟県新潟市中央区東大通 2－3－26 TEL 025-282-7160
群馬営業所 〒 370-0841 群馬県高崎市栄町 14－1 TEL 027-381-8444
神奈川営業所 〒 243-0807 神奈川県厚木市金田 804－2 TEL 046-244-0135
静岡営業所 〒 420-0859 静岡県静岡市葵区栄町 4－10 TEL 054-273-8352
三重営業所 〒 514-0009 三重県津市羽所町 700 TEL 059-223-1207
福井営業所 〒 918-8238 福井県福井市和田 2－1621 TEL 0776-43-6306
奈良営業所 〒 630-8115 奈良県奈良市大宮町 6－2－10 TEL 0742-32-2550
神戸営業所 〒 651-1101 兵庫県神戸市北区山田町小部字妙賀 10－8 TEL 078-591-8223
鳥取営業所 〒 689-1112 鳥取県鳥取市若葉台南 1 丁目 11 番地 TEL 0857-50-1913
長崎営業所 〒 850-0033 長崎県長崎市万才町 6－34 TEL 095-811-5123
熊本営業所 〒 860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町 12－1 TEL 096-354-7071
鹿児島営業所 〒 892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町 15－9 TEL 099-219-1018
沖縄調査事務所 〒 901-2225 沖縄県宜野湾市大謝名 1－2－35 TEL 098-987-6920

■ ホームページ：http://www.k-bunka.co.jp
■ メールアドレス：kbc-kikaku_kanrid@kk-grp.jp

【設立】昭和 22 年 9 月設立（国際航業株式会社）（平成 19 年 12 月国際航業株式会社文化財事業部門が分離独立）

【資本金】100,000 千円

【役員】代表取締役社長　小山規見　　  取締役　武　賢治　　  取締役　伊藤敬太郎　　
 　　  監査役　　　　　大熊弘明 

【役職員数】総人員　67 名　　うち文化財部門　66 名

【文化財統括責任者】小山規見

【埋蔵文化財調査士】伊藤敬太郎　　長尾聡子　　荻澤太郎　　山崎良二　　大山祐喜　　青嶋邦夫　　
   辻本　彩　　　鳥越道臣　　土　任隆　　吾妻俊典　　長林　大　　西野順二　　
   水上匡彦　　　渡部裕司　　土橋尚起　　松本　晃　　田口雄一　　土岐耕司　　
   大塚正樹　　　利屋　勉

【埋蔵文化財調査士補】関　美男　　四家礼乃　　和田浩一郎　　加世田悠仁

【日本考古学協会会員】伊藤敬太郎　　大山祐喜　　土　任隆　　青嶋邦夫　　川田秀治　　吾妻俊典　　
   　大塚正樹　　　土橋尚起

【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】伊藤敬太郎　　土　任隆　　長林　大　　辻本　彩　　　大山祐喜　　　青嶋邦夫　　　安村　健　　
 　　　  長尾聡子　　　水上匡彦　　大塚正樹　　中村祐一　　　西野順二　　　加世田悠仁　　田口雄一　　
 　　　  渡部裕司　　　吾妻俊典　　村瀬好美　　四家礼乃　　　和田浩一郎　　加藤麻理　　　新平直彦　　
 　　　  木原悠子　　　北森友梨　　土橋尚起　　谷口有紀子　　大森菜央　　　高橋宏樹　　　駒井沙紀　　
 　　　  丸山悠里香　　木田　真

【一級土木施工管理技士】4 名

【二級土木施工管理技士】4 名

国際文化財株式会社

国際文化財株式会社

【測量士】10 名

【測量士補】4 名

【直前一年間の会社の総売上高】
会社の総売上高　1,941,829 千円　　このうち文化財部門の売上高　1,941,829 千円
（平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）

【業務内容】
①文化財部門の業務
主力業務：試掘調査・本格調査
その他：遺物整理・遺跡環境変遷解析・報告書作成、遺跡関係測量一般、土器復元・修復・保存修理等文化
財保存修復、史跡整備設計・監理

②文化財部門以外の業務
なし

【遺物整理スペース】神奈川県厚木市 150 ㎡ 宮城県仙台市 600 ㎡ 愛知県名古屋市 60 ㎡
   沖縄県宜野湾市 20 ㎡ 東京都調布市 70 ㎡

【遺物保管スペース】神奈川県厚木市 50 ㎡ 宮城県仙台市 200 ㎡ 愛知県名古屋市 50 ㎡
   沖縄県宜野湾市 15 ㎡ 東京都調布市 25 ㎡

【直前 3 年間（平成 27 年、28 年、29 年）の主な調査実績】
平成 27 年
・秋里遺跡（松下地区）発掘調査支援業務委託　鳥取県　8,178 ㎡　遺物整理、支援業務
・春日堀遺跡の発掘調査支援業務委託　鹿児島県　7,850 ㎡　遺物整理、支援業務
・相模原市南区上鶴間本町二丁目土地　埋蔵文化財発掘調査業務　神奈川県　1,438 ㎡　本調査、遺物整理、報
告書作成

・平成 27 年度仙台市富沢駅西土地区画整理事業に伴う富沢館跡本発掘調査　宮城県　8,160 ㎡　遺物整理、支
援業務

・平成 27 年度九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）埋蔵文化財発掘調査委託業務　長崎県　4,400 ㎡　遺物
整理、支援業務

・東京都狛江市東和泉一丁目土地　埋蔵文化財発掘調査業務　東京都　1,700 ㎡　本調査、遺物整理、報告書作成

平成 28 年
・平成 28 年度仙台市富沢駅西土地区画整理事業に伴う本発掘調査　宮城県　380 ㎡　遺物整理、支援業務
・平成 28 年度　道路改良工事　埋蔵文化財発掘調査業務委託　公共（その 3）　神奈川県　1,422 ㎡　本調査、
遺物整理、報告書作成

・平成 28 年度尾羽廃寺跡に係る掘削等業務委託　静岡県　2,462 ㎡　遺物整理、支援業務
・寄安遺跡埋蔵文化財発掘調査業務委託　福井県　2,900 ㎡　遺物整理、支援業務
・熊本地震に伴う熊本城頬当御門周辺石垣立面写真測量業務委託　熊本県　1,572 ㎡　測量及び空撮

平成 29 年
・上切寺尾古墳群整理等作業支援業務委託　岐阜県　4,000 ㎡　遺物整理、図面作成・トレース、支援業務
・品川区立城南小学校敷地内所在遺跡発掘調査委託　東京都　2,000 ㎡　本調査、報告書作成
・平成 29 年度　鍛冶屋敷前遺跡第３次発掘調査　宮城県　710 ㎡　本調査、報告書作成
・大和田カミ遺跡第５地点埋蔵文化財保存事業支援業務委託　埼玉県　14,909 ㎡　本調査


