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本　　社 〒 153-0043 東京都目黒区東山 1 丁目 1－2 TEL 03-5722-7600
環境文化コンサルタント事業部／技術センター 文化財技術部
 〒 192-0046 東京都八王子市明神町 2－12－21 TEL 042-631-3062
中央事業部 〒 153-0043 東京都目黒区東山 1 丁目 1－2 TEL 03-6412-2517
東日本事業部 〒 153-8555 東京都目黒区東山 2 丁目 13－5 TEL 03-3715-1621
関西事業部 〒 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町 1－2－3 TEL 06-6630-1901
東北事業部 〒 983-0864 宮城県仙台市宮城野区名掛丁 205－1 TEL 022-299-9511
中部事業部 〒 460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2－2－13 TEL 052-239-5130
中四国事業部 〒 730-0037 広島県広島市中区中町 3－11 TEL 082-248-3391
九州事業部 〒 812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3－5－2 TEL 092-451-3522
システム事業部 〒 153-0043 東京都目黒区東山 1 丁目 1－2 TEL 03-3715-1880
国際統括事業部 〒 153-0042 東京都目黒区青葉台 4－9－6 TEL 03-5465-7383
衛星事業部 〒 153-0042 東京都目黒区青葉台 4－9－6 TEL 03-5465-7370

■ ホームページ：http://www.pasco.co.jp/
■ メールアドレス：bunkazai_info@pasco.co.jp

【設　　　立】昭和 24 年 7 月 15 日

【資　本　金】8,758,480 千円（平成 29 年 3 月 31 日現在）

【役　　　員】代表取締役社長　古川顕一　　　取締役会長　佐藤興一　　　　常務取締役　島村秀樹　　　 
 取締役　　　　　伊東秀夫　　　取締役　　　重盛政志　　　　取締役　　　平尾公孝　　　 
 取締役　　　　　高山　俊　　　取締役　　　川久保雄介　　　取締役　　　高橋識光　　　 
 取締役　　　　　城戸一彰　　　取締役　　　高村　守　　　　取締役　　　藤原常惠　　　 
 監査役　　　　　加藤幸司　　　監査役　　　笠松重保　　　　監査役　　　長坂　省

【役 職 員 数】総人員　1,916 名（単体）　このうち文化財部門　51 名

【文化財統括責任者】津口雅彦（技術センター長）

【埋蔵文化財調査士】前川雅夫    園村維敏    鎌田聖子    植田　真    竹内順一　    原川雄二    松本　拓     
  鈴木敏中    川又理枝    翁長武司    野尻義敬    美濃部達也    小柳太一

【埋蔵文化財調査士補】岩崎　祥    中島大輔    縄田　愛    丸山清志    関口真由美

【日本考古学協会会員】原川雄二    植田　真    伊藤雅乃    相川　薫    松本　拓    関塚英一    秋本雅彦     
   鈴木敏中    園村維敏    丸山清志    岩崎　祥    前川雅夫

【日本文化財科学会会員】該当なし

【日本旧石器学会会員】鈴木敏中

【学　芸　員】原川雄二    植田　真    伊藤雅乃    鎌田聖子    竹内順一    野尻義敬    松本　拓     
 木村謙介    関塚英一    秋本雅彦    鈴木敏中    中島大輔    岩崎　祥    蔵野泰洋     
 濱口　皓    山本典幸    相川　薫    縄田　愛    松村由記    浅野友実    関口真由美     
 波木基真

【一級土木施工管理技士】57 名

【二級土木施工管理技士】15 名

【測　量　士】592 名

【測 量 士 補】245 名　

株式会社 パスコ

株式会社 パスコ

【直前 1 年間の会社の総売上高】（単体）
会社の総売上高　43,254,109 千円　このうち文化財部門の売上高　991,731 千円
（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 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・報告書作成
3. 遺跡関係測量全般（写真測量、レーザ測量、GPS、リモセン、遺跡 GIS 等）
4. 自然科学分析・環境分析
5. 土器・石器等復元・実測・保存修理等
6. 史跡整備設計・監理（城郭測量・修復・石垣カルテ作成等）、博物館建設計画（展示計画・レプリカ作成等）
7. 測量システム、遺物実測システム等、遺跡調査支援システムの販売
8. 地中レーダー探査

②文化財部門以外の業務
1. 測量業
2. 地質調査業
3. 建設コンサルタント
4. 一級建築士事務所
5. 特定労働者派遣事業
6. 特定建設業登録

【遺物整理スペース】宮城県名取市　125 m2　　　　東京都八王子市　274 m2　　　東京都港区　35 m2 
  神奈川県秦野市　64 m2　　　  鹿児島県霧島市　54 m2　　　 沖縄県宜野湾市　31 m2 
  沖縄県北谷町　63 m2

【遺物保管スペース】宮城県名取市　126 m2　　　 東京都八王子市　274 m2　　 東京都港区　36 m2　　　 
  神奈川県秦野市　64 m2　　　鹿児島県霧島市　54 m2　　　沖縄県宜野湾市　31 m2　　　 
  沖縄県北谷町　63 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
・ 永吉天神段遺跡の発掘調査支援業務委託　鹿児島県　31,500 m2　本調査
・ 平成 26 年度王ノ壇遺跡第 6 次（郡山折立線）発掘調査　宮城県　1,700 m2　本調査
・ 峰台遺跡（3）埋蔵文化財調査発掘作業委託　千葉県　4,400 m2　本調査
・ 平成 26 年度生文文財委第 101 号異龍坪遺跡発掘調査業務委託　静岡県　1,202 m2

・ 石神井台 4 丁目　文化財発掘調査業務委託　東京都　2,700 m2

・ 平成 26 年度土岐市妻木南部土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査支援業務　岐阜県　8,500 m2

平成 27 年
・ 永吉天神段遺跡の発掘調査支援業務委託　鹿児島県　14,300 m2　本調査・整理
・ 平成 27 年度王ノ壇遺跡第 6 次（郡山折立線）発掘調査　宮城県　1,200 m2　本調査・整理・報告書作成
・ 宮本台遺跡群（61）埋蔵文化財調査発掘作業委託　千葉県　2,728 m2　本調査
・ 愛宕山周辺地区埋蔵文化財発掘調査業務委託　東京都　3,700 m2　本調査・整理・報告書作成
・ 新宿区第 13 次三栄町遺跡発掘調査業務委託　東京都　530 m2　本調査・整理・報告書作成
・ 平成 27 年度土岐市妻木南部土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査支援業務　岐阜県　8,900 m2　

平成 28 年
・ 平成 28 年度 観文文財委第 65 号 庵原館跡・町屋遺跡発掘調査業務　静岡県　1,351 m2　本調査・整理・報告
書作成

・ 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 8）　神奈川県　814 m2　本調査・整理・
報告書作成

・ （仮称）文京区本郷 1 丁目計画新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査・整理報告書作成業務　東京都　472 m2　
本調査・整理・報告書作成　


