
PIONEERING THE FUTURE

最先端のセンシング技術による高度なコンサルティングを実現。
最新機材やICTを積極的に導入、培ってきた専門技術により、空間情報の収集・解析・事業プラン策定まで、
一貫したサービス提供を通して、トータルコンサルティングを実現します。

新技術

最新の機材を導入し、専門技術力
を高め、より正確でスピーディな計
測を実現します。空間情報のプロと
して、お客様のニーズに合わせた適
切なサービスを提供します。

総合力

地形や地質、あらゆる空間情報を
分析して、防災・環境・社会基盤を
コンサルティング、さらにGIS・シス
テム開発など多彩な事業を展開し
ます。総合力を活かしてお客様の
業務をサポートします。

市場ニーズ

急速に変化する国内外のニーズ、
シーズの動向を的確にとらえ、最先
端の計測・解析・可視化・情報共有
技術を、 必要なタイミングで市場
に投入できるよう、先進技術の研
究を続けています。

衛星

航空レーザ

ヘリレーザ

MMS

UAV
カメラ・レーザ

航空写真

ALB

大規模災害発生時には、状況を正確に把握することが防災・応急対策にとって重要と考え、独自の判断により撮影を行い、情報公開しています。

CSR/企業の社会的責任

霧島山（新燃岳）噴火(2018年3月9日17:00撮影 北西方向から ) 東日本大震災緊急撮影 （2011年3月13日 13:48撮影 仙台港）

トランシットコンパスの実習 GIS技術移転地形図検査 森林調査

海外事業

当社はこれまで主に途上国の社会基盤構築に欠かせない地形図などの地理空間情報整備に力を注いできました。近年では、これに加え、地球温暖化防止、生物多様
性などの課題解決のため、 森林保全計画、REDD＋など、環境・防災面でのコンサルティング業務にも積極的に取り組んでいます。
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診
Construction Consultant

国土保全・社会インフラマネジメント

Disaster Management / Environmental Management / Infrastructure Asset Management

航空レーザ―林相図等を搭載した現地調査ツール

［ 環境 ］森林資源管理・土壌汚染調査・生物多様性保全・環境アセスメント
［ 社会基盤 ］社会基盤施設計画/設計/保全・再生可能エネルギー

天然ダム決壊シミュレーション

［ 防災 ］砂防・火山防災・斜面防災・河川防災・都市防災・防災教育・防災システム

深層崩壊

天然ダム

3次元浸水ハザードマップ（出典：郡山市） 砂防ダム維持管理計画 火山噴火ハザードマップ

道路管理に関するコンサルティング 小水力発電事業推進・参画（馬越石水力発電所株式会社アクアパワー東北）

測
Geospatial Survey

航空写真・航空レーザ計測・リモートセンシング・車載型レーザ計測・応用計測
Airborne and space-borne remote sensing, vehicle-mounted laser scanning surveys

創 Mapping/GIS/Systems

マッピング・３Ｄ・行政支援ＧＩＳ・システム開発・システム販売・データ販売
Mapping, GIS for administrations, and Systems development

赤色立体地図 Red Relief Image Map

図化名人TM   AZuka

当社は、世界初の解析航空三角測量法の実用化、日
本初の航空機用精密立体点刻機など、技術革新を進め
てきました。そのスピリッツは、赤色立体地図や国内
唯一のデジタル図化機「図化名人TM」など、現在も独自
性をもって受け継がれています。

オブリークカメラによる３次元都市モデル

有珠山の赤色立体地図（2005年5月5日計測）
特許立体画像作成装置及び立体画像作成プログラム（特許第4272146号）、
立体画像生成装置（特許第5281518号）他

航空レーザ測深機による河川の水部と陸部の詳細地形（紀ノ川川辺橋付近） 鉄道施設の点群データMMSによるトンネル内部の計測点群データ

http://www.ajiko.co.jp
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私たちは、自社の技術を自然環境保全、環境教育、防災意識の向上等に活かし、安心・安全な社会の実現に向けた取組みを進めてまいります。
また、自然災害など緊急の環境負荷発生に対し、速やかな情報提供と復旧・復興支援に取り組んでまいります。

沿革

CSR活動

●株式会社ユニテック   〒064-0952 北海道札幌市中央区宮の森2条1丁目7番2号 ＫＬビル

●株式会社タックエンジニアリング  〒020-0836 岩手県盛岡市津志田西2-3-20

●株式会社アドテック   〒983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台1-5-10

●株式会社プライムプラン  〒371-0846 群馬県前橋市元総社町142 本多ビル

●サン・ジオテック株式会社  〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-6-8 クリーンホーム千葉

●株式会社中部テクノス   〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2-141

●株式会社ジオテクノ関西  〒662-0911 兵庫県西宮市池田町12-20 AG西宮ビル

●株式会社未来共創研究所  〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワン

●株式会社四航コンサルタント  〒760-0077 香川県高松市上福岡町2057-6

●Asia Air Survey Myanmar Co.,ltd No.E-207, Diamond Centre, Pyay Road, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar

グループ会社

会社概要
会 社 名
本 社 ・ 本 店

創 業
資 本 金
代 表 取 締 役 社 長
グループ従業員数
登 録（ 上 場 ）市 場

アジア航測株式会社（ASIA AIR SURVEY CO., LTD.
新宿本店　:〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル15F
新百合本社:〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2　新百合トウェンティワン
1954 年 2 月26 日
1,673,778,000 円
小川 紀一朗
1,198 名（2018年3月31日現在）
東京証券取引所第二部（証券コード：9233）

事 業 内 容 ● 航空測量及び地形図作成  ● リモートセンシング
● 地理情報管理（各種行政支援システム、防災等各種情報管理システム他）  ● 固定資産関連業務
● 施設情報管理（電力施設、上下水道、道路他） 
● 環境調査及びアセスメント  ● 地質調査・水文調査
● 建設コンサルタント（都市計画及び地方計画、河川・砂防及び海岸・海洋、道路、上水道及び工業用水道、下水道、造園、
　　　　　　　　　    港湾及び空港、土質及び基礎、農業土木、鋼構造及びコンクリート、建設環境、森林土木、地質）

登 録 測量業者登録、建設コンサルタント登録、地質調査業者登録、補償コンサルタント登録、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関
計量証明事業者登録（振動加速度レベル、音圧レベル）
一級建築士事務所登録、特定建設業（とび・土工工事業）、労働者派遣事業

免 許 航空機使用事業　運輸大臣免許第25 号（昭和31 年2 月27 日）

認 定 事 業 場 航空機整備検査認定及び航空機整備改造認定　第233 号（平成30 年3 月6 日）

プライバシーマーク 登録番号 第10840413号

認 証 登 録 ISO 9001 ： 2015
ISO 14001 ： 2015
ISO/IEC 27001： 2013
ISO/IEC 20000-1： 2011
ISO 55001 ： 2014

その他　認証・認定 次世代認定マーク
（愛称：くるみんマーク）

女性活躍推進法に基づく
「えるぼし」認定二段階目

レジリエンス認証

2018 年12 月 17 日現在

1954年（S29） アジア航空測量株式会社設立（創業）
1956年（S31） 運輸省より航空機使用事業免許
1960年（S35） 解析航空三角測量法開発   世界初実用化
1963年（S38） 「アジア航測株式会社」に社名変更
 （資本金1億50万円）
1964年（S39） 東証ニ部上場、本社を世田谷区弦巻に移転
1965年（S40） 関西支社設置
 海外でのプロジェクト第1号   ガーナでの基準点測量
1981年（S56） 神奈川県厚木市に技術センター開設
 （厚木技術センター）
1982年（S57） 本社（弦巻）社屋完成
1989年（H1） 本社を東京都新宿区へ移転

1998年（H10） ISO9001認証取得
2003年（H15） 技術センターを神奈川県厚木市から
 川崎市麻生区に移転（新百合技術センター）
2004年（H16） ISO14001認証取得
2005年（H17） ISO/IEC27001認証取得
2008年（H20） 本社機能を東京都新宿区から
 川崎市麻生区に移転（新百合本社）
2009年（H21） プライバシーマーク取得
2012年（H24） エコ・ファースト認定
2014年（H26） ISO/IEC20000-1認証取得
2017年（H29） ISO55001認証取得
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札幌営業所 〒064-0952 北海道札幌市中央区宮の森2条1丁目7番2号　ＫＬビル 011-214-0770 011-613-7618
青森営業所 〒030-0862 青森県青森市古川1-21-11　第二須藤ビル 017-724-8871 017-724-8872
盛岡支店 〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通14-10　岩手地所盛岡駅前ビル5F 019-604-3880 019-604-3888
仙台支店 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-4-28　 小松物産ビル4F 022-216-3553 022-216-3573
気仙沼営業所 〒988-0053 宮城県気仙沼市田中前1-2-7 0226-21-5755 0226-21-5756
秋田営業所 〒010-0951 秋田県秋田市山王6-9-25　 山王SEビル 018-888-3955 018-862-9472
山形営業所 〒994-0062 山形県天童市長岡北1-2-50 023-655-5774 023-655-5776
福島支店 〒960-8043 福島県福島市中町1-19　自由民主福島会館5F 024-521-2841 024-521-2672
水戸営業所 〒310-0805 茨城県水戸市中央2-8-8　アシスト第2ビル 029-224-0128 029-224-7794
宇都宮営業所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷3-2-3　カナメビル 028-614-3213 028-637-3341
北関東支店 〒371-0846 群馬県前橋市元総社町142-1 027-253-3353 027-252-9600
埼玉支店 〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-14-8　三井生命浦和ビル 048-833-8444 048-833-8446
千葉支店 〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-6-8　クリーンホーム千葉 043-245-9520 043-245-9092
本社営業部 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル15F 03-5909-4181 03-3348-2248
首都圏営業部 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2　新百合トウェンティワン 044-967-6410 044-951-3259
神奈川支店 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2　新百合トウェンティワン 044-967-6400 044-953-8821
横浜営業所 〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-5-2　ライオンズマンション青葉台5-304 045-989-2850 045-981-8675
信越支店 〒380-0906 長野県長野市大字鶴賀751-6　大成第2ビル10F 026-226-4750 026-226-8692
新潟営業所 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-3-28　パーク新潟東大通ビル 025-243-3246 025-247-7969
北陸支店 〒939-8281 富山県富山市今泉西部町4-10 076-421-7500 076-421-7514
名古屋支店 〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根3-15-58　大曽根フロントビル 052-919-0155 052-919-0320
三重営業所 〒510-0075 三重県四日市市安島1-5-10　KOSCO四日市西浦ビル2F 059-342-0501 059-342-0503
飯田営業所 〒395-0085 長野県飯田市吾妻町112　近藤ビル2F 0265-49-8638 0265-49-8647
岐阜支店 〒500-8381 岐阜県岐阜市市橋4-6-7　鈴木ビル4F 058-278-3033 058-278-2330
恵那営業所 〒509-7201 岐阜県恵那市大井町神ノ木271-14　水半ビル201 0573-26-1173 0573-26-1173
静岡支店 〒422-8041 静岡県静岡市駿河区中田2-1-6　村上石田街道ビル 054-286-3420 054-286-3618
京都支店 〒604-0845 京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町552 明治安田生命京都ビル 075-254-0447 075-211-5044
滋賀営業所 〒520-0051 滋賀県大津市梅林1-3-25　1st森田ビル7F 077-526-8098 077-526-8099
福井営業所 〒910-0004 福井県福井市宝永2-2-18 0776-29-7007 0776-29-1201
大阪支店 〒530-6029 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30　OAPタワー29F 06-4801-2230 06-4801-2235
神戸支店 〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-2-11　三宮ファーストビル 078-230-0950 078-230-0951
奈良営業所 〒630-8115 奈良県奈良市大宮町5-3-14　不動ビル206号室 0742-30-3225 0742-30-3226
和歌山営業所 〒640-8392 和歌山県和歌山市中之島1518　中之島801ビル 073-402-0211 073-402-0221
岡山営業所 〒700-0983 岡山県岡山市北区東島田町1-3-5 086-232-1406 086-232-6770
広島支店 〒732-0056 広島県広島市東区上大須賀町1-16　交通会館ビル 082-568-8211 082-568-8215
鳥取営業所 〒683-0823 鳥取県米子市賀茂町2-180 0859-36-3360 0859-36-3361
出雲営業所 〒693-0082 島根県出雲市中野美保南3-3-4 0853-23-7401 0853-23-7402
山口営業所 〒753-0064 山口県山口市神田町5-11　山口神田ビル 083-923-7474 083-921-0540
徳島営業所 〒770-0841 徳島県徳島市八百屋町1-14　三井生命徳島ビル 088-656-5686 088-656-5787
四国支店 〒760-0023 香川県高松市寿町1-4-3　高松中央通りビル 087-823-5555 087-823-5560
松山営業所 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-6　KH三番町プレイス 089-945-0757 089-945-0968
高知営業所 〒780-0833 高知県高知市南はりまや町1-15-15　土居ビル 088-882-9842　
福岡支店 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2　八百治センタービル 092-441-1480 092-481-0469
佐賀営業所 〒840-0813 佐賀県佐賀市唐人2-5-8　佐賀中央通りビル 0952-27-5690 0952-27-5691
長崎営業所 〒850-0033 長崎県長崎市万才町6-35　三井生命長崎ビル 095-821-4481 095-822-4248
大分営業所 〒870-0048 大分市碩田町3-1-1　オフィスニューガイア大分北 097-513-2981 097-513-2982
南九州支店 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2-7-10　神水中島ビル5F 096-382-1591 096-382-8517
鹿児島営業所 〒892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町18-8　三井生命鹿児島ビル 099-226-5661 099-224-6690
沖縄営業所 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1-19-1　べルザ沖縄901号 098-863-0687 098-863-0736

T E L F A X■支店・営業所

新宿本社（本店） 〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-14-1　新宿グリーンタワービル15F 03-3348-2281 03-3348-2231
新百合本社 〒215-0004　神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2　新百合トウェンティワン 044-969-7230 044-965-2596
東北支社 〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町1-4-28　 小松物産ビル4F 022-216-3515 022-216-3573
関東支社 〒215-0004　神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2　新百合トウェンティワン 044-967-6200 044-965-0031
中部支社 〒462-0825　愛知県名古屋市北区大曽根3-15-58　大曽根フロントビル 052-919-0201 052-919-0320
西日本支社 〒530-6029　大阪府大阪市北区天満橋1-8-30　OAPタワー29F 06-4801-2240 06-4801-2245
九州支社 〒812-0011　 福岡県福岡市博多区博多駅前4-9-2　八百治センタービル 092-441-5401 092-481-0469
海外事業推進部 〒215-0004　神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2　新百合トウェンティワン 044-969-7510 044-953-8821
国土保全コンサルタント事業部 〒215-0004　神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2　新百合トウェンティワン 044-967-6320 044-965-0032
社会インフラマネジメント事業部 〒215-0004　神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2　新百合トウェンティワン 044-967-6100 044-953-7270
社会基盤システム開発センター 〒215-0004　神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-2　新百合トウェンティワン 044-967-6303 044-965-0028

T E L F A X■運航所
調布運航所 〒181-0015 東京都三鷹市大沢5-21-12　東京エアーセンター301 042-231-6762 042-231-6797
八尾運航所 〒581-0043 大阪府八尾市空港2-12 072-993-5635 072-993-5011

2018 年12 月 17 日現在

事業所リスト お客様の業務を日本全国サポートします。

http://www.ajiko.co.jp




