
 

 

 

 

 

 

 

 

会員名簿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 6月 30日現在 

 

 

会員数 

正 会 員 ５団体 

賛助会員 8団体 

特別会員 １団体 

特別顧問 １名  

顧  問 ３名  

アドバイザー ４名  

 



にいがた GIS協議会 会員名簿 

団 体 名 代表者名 住  所 
TEL 
FAX 

正会員 (株)ナカノアイシステム 
代表取締役社長 〒950-0951 025-284-2100 

坂井 浩 新潟市中央区鳥屋野 432 番地 025-284-3600 

(順不同) 
(株)BSNアイネット 

代表取締役社長 〒950-0916 025-243-0211 

石井 伸行 新潟市中央区米山 2丁目 5番地 1 025-241-2444 

(株)キタック 
代表取締役社長 〒950-0965 025-281-1111 

中山 輝也 新潟市中央区新光町 10 番地 2 025-281-0001 

金井度量衡(株) 
代表取締役社長 〒950-0971 025-283-8800 

金井 利郎 新潟市中央区近江 1 丁目 1 番 3 号 025-283-6100 

(株)中央グループ 
代表取締役 〒950-0954 025-284-1000 

高野 一 新潟市中央区美咲町 1丁目 4番 15号 025-281-9000 

賛助会員 インクリメント・ピー(株) 
代表取締役社長 〒210-0024 044-223-1307 

神宮司 巧 神奈川県川崎市川崎区日進町 1-14 044-223-1422 

(五十音順) 

 
(株)インフォマティクス 

代表取締役社長 

三原 正一 

〒212-8554 

神奈川県川崎市幸区大宮町 1310番地 

044-520-0850 

044-520-0845 

ESRI ジャパン(株) 
代表取締役社長 〒102-0093 03-3222-3941 

正木 千陽 東京都千代田区平河町 2-7-1 03-3222-3946 

(株) エヌ・ティ・ティ・デ

ータ CCS 

代表取締役社長 〒140-0002 03-5782-9460 

生駒 二郎 東京都品川区東品川 4-12-1 03-5782-9499 

グローバル・サーベイ

（株） 

代表取締役社長 

須藤 三十三 

〒336-0027 

埼玉県さいたま市南区沼影 1-20-1 

044-223-1432 

048-863-5333 

(株)GIS リサーチアソシエ

イツ 

代表取締役社長 〒101-0047 03-6807-1162 

奥山 俊一 東京都千代田区内神田 1-18-14 03-6383-1040 

(株)JPS 
代表取締役 〒103-0012 03-3664-3772 

平下 治 東京都中央区日本橋堀留町 1-2-15 03-3664-3869 

(株)ティアス 
代表取締役 〒950-2004 025-265-6094 

井上 誠 新潟市西区平島 1 丁目 8 番地 9 025-265-6116 

 

団 体 名 代表者名 住  所 
TEL 
FAX 

特別会員 （国）新潟大学 
学長 〒950-2181 025-262-6014 

髙橋 姿 新潟市西区五十嵐二の町 8050 番地 025-262-7700 

 

氏  名 住  所 
TEL 
FAX 

特別顧問 
（国）新潟大学 学長 〒950-2181 025-262-6014 

髙橋 姿 新潟市西区五十嵐二の町 8050 番地 025-262-7700 

顧問 
（国）新潟大学工学部 教授 〒950-2181 025-262-6749 

牧野 秀夫 新潟市西区五十嵐二の町 8050 番地 025-264-2227 

顧問 
（国）京都大学防災研究所巨大災害研究センター 教授 〒611-0011 0774-38-4273 

林 春男 京都府宇治市五ヶ庄 0774-31-8294 



氏  名 住  所 
TEL 
FAX 

顧問 

新潟青陵大学 副学長・教授 
（国）新潟大学 名誉教授 

〒951-8121 025-266-9577 

鈴木 宏 新潟市中央区水道町 1丁目 5939番地  

アドバイ

ザー 

（国）東京大学空間情報科学研究センター 客員研究員 〒174-0064  

今井 修 東京都板橋区中台 2-32-5  

アドバイ

ザー 

新潟国際情報大学情報文化学部 教授 〒950-2292 025-239-3111 

藤田 晴啓 新潟市西区みずき野 3 丁目 1-1 025-239-3690 

アドバイ

ザー 

（特非）環境防災研究機構北海道 理事 〒060-0001  

山岸 宏光 札幌市中央区北 1 条西 8-2-39  

アドバイ

ザー 

（学）津田塾大学 内部監査室長 
（公財）国際通貨研究所 客員研究員 

〒187-8577 042-342-5123 

阿波村 稔 東京都小平市津田町 2-1-1  

 

役  職 
氏  名 

所属団体名 
役   職 

住  所 
TEL 
FAX 

役員 

・ 

委員 

会長 (株)中央グループ 〒950-0954 025-282-2600 

坂井 宏子 取締役 新潟市中央区美咲町 1丁目 4番 15号 025-285-6699 

副会長 (株)ナカノアイシステム 〒950-0951 025-284-2100 

坂井 浩 代表取締役社長 新潟市中央区鳥屋野 432 番地 025-282-3374 

理事 (株)BSNアイネット 〒950-0916 025-242-2921 

五十嵐 一夫 
公共事業本部 公共ｿﾘｭｰｼｮ
ﾝ事業部 営業部 ﾏﾈｼﾞｬｰ 

新潟市中央区米山 2丁目 5番地 1 025-241-3899 

理事 (株)キタック 〒950-0965 025-281-1114 

大谷 政敬 取締役副社長 新潟市中央区新光町 10 番地 2 025-281-0004 

理事 金井度量衡(株) 〒950-0971 025-283-8800 

室橋 正 取締役 総務部長 新潟市中央区近江 1 丁目 1 番 3 号 025-283-6100 

理事・事務局長 (株)中央グループ 〒950-0954 025-282-2600 

武藤 康生 取締役 新潟市中央区美咲町 1丁目 4番 15号 025-285-6699 

総務委員長 (株)キタック 〒950-0965 025-281-1114 

龍田 栄次 情報地質グループ 専門職 新潟市中央区新光町 10 番地 2 025-281-0004 

広報委員長 (株)BSNアイネット 〒950-0916 025-242-2921 

中條 宏俊 
公共事業本部 公共ｿﾘｭｰｼｮﾝ事
業部 営業部 担当ﾏﾈｼﾞｬｰ 

新潟市中央区米山 2丁目 5番地 1 025-241-3899 

技術委員長 (株)ナカノアイシステム 〒980-0802 022-797-5731 

戸川 行弘 仙台営業所 営業部 次長 仙台市青葉区二日町 16 番 15 号 022-797-5637 

教育普及委員長 金井度量衡(株) 〒950-0971 025-283-8800 

吉田 雄一 執行役員 新潟市中央区近江 1 丁目 1 番 3 号 025-283-6100 

監事 (株)キタック 〒950-0965 025-281-1114 

龍田 栄次 情報地質グループ 専門職 新潟市中央区新光町 10 番地 2 025-281-0004 

 

事務局 
（株）中央グループ GIS 事業部   

（旧 (株)ブレス） 

〒950-0954 025-282-2600 

新潟市中央区美咲町 1丁目 4番 15号 025-285-6699 

 

 


